
風営法 
認定機種 スーハ-ライン 

no.l〇〇 

Semi-monthly Publication; JULY 15,1978 

AMUSEMENT PRESS 発行所アミューズメント通信社編集•発行人赤木真澄大阪市北区神山町9-16(山名ビル〉©530 ©06(314)0309 郑埂振代人阪307852年問購說料 < 送料共) 7,200PI 



(3)昭和53年7月15日第100号 ゲ—ムマシン 月2回（1日-15B)発行 
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お店の新u、魅力づくりに 
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1人でも2人でも 
ゲームができます 

*祝「ゲームマシン」100号 

仕様 
横幅/830_ 
奥行/500_» 
高さ/640_ 
重量/30知 

■5-1481 

㊃7Y•ピーエ匕㈱ 
アイ•ピー•ェム•グルーフ 

本社大阪府松原市西大塚1丁目141-1 ff(0723)36-1170(代表) 

南支.店大阪市浪速区元町5丁目547 »(06) 648-0500(代表) 

東北/東京/千葉/中国 

本紙一〇〇号に 
本紙も一〇〇号になり、 

これはご愛読者各位、関 
係者各位のご厚情のたま 

ものであり、深く感謝い 
たしますとともに、本紙 

の由来と今後の方針につ 
いて以下に述べたいと考 

えます。 
氺*氺 

本紙は昭和四十九年八 
月十□付で創刊号を発行 

し現在に至っております 
が、創刊当時の発行状態 

は今から見ますと望まし 

いものでなく、そういう 
Sから現在の段階へと 

到達すること自体、非常 
に難しいものがあったこ 

とは否定できません。 
元来、定期的刊行物と 

いうものはひとつのバタ 

—ン(定型)で自らを規 
定し、そこにまた発行所 

の考えなり性格が厳然と 

して現われてくるもので 
あります。しかも本紙は 

アミユ—ズメント業界で 

の業界新聞という未踏の 
分野で、そのあるべきパ 

ターンを模索し続けてき 
ました。 

その問、業界では、メ 
ダルゲームでブームとい 

う状態からさら1:大Mの 
違法営業へと流れる者た 

ちが出るなど異常な状態 
が続き、一方、ショッビ 

ングセンターを含め?5-種 
ロケ—ションが增加し、 

ゲーム機、アミユIズメ 
ントマシンの品質が高速 

度で発展していくなどの 
発展過程が見受けられま 

した。これらの特徴は、 
なにもこの業界すベてを 

語るものではありません 
が、業界にとっていわば 

破壊しようとするものと 

建設しようとするものと 
の対比、格闘と見ること 

ができると思われます。 
こうした業界を前進さ 

せるものと後退させるも 

のの対立は、程度の差こ 
そあれ、どの時点でも見 

受けられることで、その 
渦中1:あって新聞として 

の形を貫くにはどうした 
らよいのか、と途方に暮 

れる場面も少なくありま 
せんでした。ことに、創 

刊当時しばらくの間は、 

本紙内部ですでに困雖が 
横たわっているという状 

態であったため、それ以 
後の新間までもが誤解さ 

れるということがありま 
した。 

しかし今では現在の紙 

面をご覧•卜さればおわか 
りのとおり、編集•発行 

方針が安定した形で実現 
し、業界令般に必要な情 

報をコンスタントに提供 
しうるものへとなつてき 

ています。もちろんかく 
申し上げるに至るまでは 

流汗淋漓の思いをするこ 
としばしばで、多くの方 

がたの暖かい助言や援助 
のおかげがあ.ったればこ 

そ、今nl:至ったわけで 
あります。 

皆様のおかげで 

こうして一応所期の水 

準に達したいま、現状を 
ふりかえつてMたとき、 

すでに広範[#1にわたる尨 

大な読??!:対し、さらに 
広範PHでキメ細かい取材 

活動、W報提供の必要に 
迫られております。そう 

いう声はこれからますま 
す強くなってくるでしょ 

うが、本紙では紙面で実 
際1:お応ぇする以外あり 

ません。 

とは申せ、当衮界がは 
らむ問題は数多く、しか 

もそれぞれが困難な様相 
を呈しております。そう 

いった諸問題に対し、良 
心ある^界人のみなさま 

が解決に当るさい[:、嬰 
を得たニユース伝達に努 

める覚悟でありますが、 
なにぶん新規参入が容易 

なゲーム機窠界では、.m 

取法問題ひとつをとりあ 
げてもそうですが、機械 

の取扱いについての注•慈 
が項が怠そかになる傾向 

が強いことなど、十分な 
ご理解を得るには必要な 

ことがなお多く、rAい^ 

にわたって親しめる紙面 
づくりをも^cltせねばな 

りません。しかも、D分 

の利益のみ追求し袋界を 
後退させてもよい、とい 

う悪しき傾向は、決して 
なくなってはおらず、そ 

ういう傾向をMI.Kする努 
乃をやすむわけにはいき 

ません。 
ところで私どもの货界 

は、本紙の歩みもそうで 
すが、ここ数^-111]飛M的 

な発展を遂げてきており 
ます。それは機械の水準 

をWてもそうですし、口 
ケ—シヨンの水準をLI几て 

もはっきり祝われてきて 

いることがらであります▲ 
その1:でしかも強調しな 

ければならないのは、お 
そらく窠界内で活躍され 

ている人たちが、機械や 
ロケ—ションにも劣らず 

優秀な水準へと進みつつ 
あることでしょう。 

私どもの装界は他窠界 
と比較して、その本格的 

な成長をみた埸合、いか 
にも若く、いかにも未熟 

な感じと受けとめられて 

きました。それは装界で 
の紺織化が完成に至って 

いないと指摘されるよう 
に、いかにも脆弱という 

ふうに見られてきたこと 
と軌を一にしています。 

そういう点からして、現 
在そして今後、rr?iい水準 

で火勢の優秀な人たちが 
活躍していくことが、ま 

さに装界の叫るい将来を 
約束していると言えるで 

し上ラ〇 

今後もエリを正し 

正しい発展を、と本紙 
では繰り返しキャンべ— 

ンを実施していますが、 
当袋界の状況は以前とは 

比較にならないほど、重 
みを增し、社会的wfl-が 

かかってきております。 

今後とも各方ifilからの 
声をとり人れ、一辺倒で 

なくしかも正々堂々とし 

た各観中*報道を肝に銘 
じ、より萵い水準に当業 

界が到達できるよう、段 
なM報ととも(:正しい 

発®のキャンぺーンを実 
施いたす；I'/r存ですが、な 

にぶん本紙もわずか一〇 
〇5->でぁり、^力脆弱な 

ので、さらに今後ともみ 

なさまがたのご肋言、ご 
援助をお願い中しL(fる 

次第です。 
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【おもな仕様】 

B本俟楽tt怫式会杜 

高さ1.600_ 興行550，巾550to» 濠M 

肫写装》フジ、ソクスTM50型 

映写フィルムフクネチックサウンドトラウフ忉 
カセツト8ミりフィルしCエンKレスSOm寄） 

予遇ランフ1© 位 
フし一妇余 1回（2分30妙）100円 

«京《籩区1資山2-22 — 4〒107 

TEL 0 3 ( 4 0 2 ) 7 3 I I (代#) 

東京《*区南*山2 —22-4〒107 

TEL 0 3 ( 4 0 3 ) 8 8 6 I (代表} 

【おちな特長】 
★明かるく «明なX型スクリーン（160TOX rnm) 
と、画面Iこ完全同調する美しいサウンド〇もう 

どんな子どちでち夢中です。 

★雄ても一匿は統む遒つすぐつの臟姑をフ〇ワラ 

ut.フフもババも安心して見せられる内容《 

かり'〇5〇 

★心WAGの映写装翥はフクネチックサつンKGIの 
TM-50型r李たフィルム;0— 卜Uッジは饔や渙 

を完全シゃットアウトする)密閉式を》用^ 

★フィルム糊面Cダフルサウンドトラックを射！ 
してい浮すのて画像と©庳は完全1C同用しS?J. 

★エント•レスフィルム(60m)か装瀵さ方セッ 

卜は一周10分閜。それを4分割し、1フレイ】〇〇 

円てk話ガ癸しめる锒棉て芎〇孝c揮mr 

するフィル6 ノッチ楼出方式の目動停it较ic 

なってい莩す。 , 

★前面タイトルノ \ネ)し交換はつンタッチですく. 

第1垣It映番組はヮッチ売りの少女/Pラ 

ジンと鼸法のランフJの2欉を用慝。今後も 

世界名作童話など1型と異質の代品を次つぎ 

に供SSし3す。 

日•15日）発仃 2 昭和53年7月15日第100号 ゲ—ムマ 

ろな;tMを 

ぅです。 贵紙のご発展を心よ 
点で、^界全お祈りいたします。 

し力しこぅした技ff面きコミュニケ 
での革新ぶり1:対し、^ての活動もぁ 

界の社会的地位はまだま思いますので 

貴紙 
とを考慮に人れ、ずいぶ 

ん努力しているように見 

えますが、中立の立場と 

昭和遊園機械株式会社 
代表取締役十島*^？! 

「ゲームマシン」百号 
を祝し、今後とも新聞ら 

しい新聞としてますます 
意欲を強められるよぅ期 

待して、ひとつ要望した 
いと思います。 

それは、新聞の使命と 
いぅものを考えた場合に 

いろいろなことが言える 
思いますが、この業界 

関するかぎりとくに、 
広告を含めていいかげん 

な製品をとりあげること 
は極力避けるべきだ、と 

うことです。 

けねばならないとか営業 
面でのこと等があるとし 

この点での努力をさらに 
期待いたしたいと思いま 

す。 
新聞を作るというプロ 

意識で、今後とも正しい 
報道を続けられることを 

ても、業界正常化のため、念じてやみません。 

代表取締役II 

一〇〇号おめでとぅご 
ざいます。なにかメッセ 

—ジとの機会を与えてい 
ただきありがとぅござい 

ます。以下感想を述べさ 
せていただきます。 

月二冋の発行をまじめ 
にやられておられる姿勢 

には本当にご苦労なこと 
と思います。 

時たま痛烈なAM業界 
に対する批判には謙虚に 

受けとめねばと思いなが 

株式会社ヵヮクス 
太郎 

らも、「ゲ—ムマシン」 

といぅ貴紙に讨Lて、も 
ぅ少しAM窠界に対する 

身びいきがあつてもよい 
のではないかと思います' 

時(:は地域社会から見放 
されかけながらも、その 

枠の中でできるかぎりの 
知患を絞り、子どもにま 

た大人にこの乾ききつた 
社会に、ささやかな娯楽 

を提洪している者として 
の希望ですが。もちろん 

すべてはわかつてのこと 

とは思いますが、自己批 

判ばかりでは前進はない 
ように思いましたので。 

费紙の免展とAM業界 

の発展のために"： 

株式会社ベンドジャパン 

'昭一 代表取締役 
一〇〇号発行おめでと 

うございます。 

ft紙の一号ごとの歩み 
とともに，このra年問に 

業界の動きは目まぐるし 

(:M-近では、マイ 
ンピューターの導 

り、！一期的な商品 

体が長期的展望1:立ち目 
先の好利に追われず社人•ム 

的要求に合ぅものとして 
進んでいくためのヒント 

を、困雜なことでしょぅ 
提供し続けられるよ 

うft紙に希望し 
今後の提案と 

'^flwllを設けて 

株式会社ジHV.ア-ル彳| 

S取締役-114^ 喜一 

♦ ◊ n 

〇 0、 
一〇〇号を記念して。 

昭和四十九年八月創刊 
号を発行された当時、全 

日本遊園協会の機関紙と 
して刊行されていた「ア 

ミューズメント産業」が 

われわれの意志と期待に 
反する、広告収入のみに 

走った刊行物となってい 
た時点であり、「ゲIム 

マシン」の刊行を大きな 
希望を持って迎えたもの 

でした。期待が大き過ぎ 
たこともあって当初は業 

界紙としての魅力も薄く、 
一読してすぐ綴じ込んで 

しまう程度のものだった 
と記憶しているが、口を 

追って担当者の足によつ 

また読むといつたことが 
時々?fなわれるよぅにな 

つた。 

現在はよき業界紙とな 
り、ニユ—スの速報にわ 

れわれを満足させてくれ 

ている。 
最後に、遊園施設(大 

型)についても、より以 
上の関心を深め、諸規則 

の伝達等に一層の努力を 

〇 

◊ 

1◊/ I 

払われんことを希望する。 

㈱セガ•エンタ—プライゼス 

販売第一—小形武徳 

i 〇 I薄 

ります。 
今後とも、業界発展の 

ためのよき指針となるこ 
とを®flつてやみません。 

界紙としての魅力も薄く、 販売第一部長0徳 
一読してすぐ綴じ込んで / 3¢ 

しまう程度のものだった 創刊一〇〇号おめでとで、業界の健全な発展の 
と記憶しているが、口をうございます。 ために多大の役割を果し 

追って担当者の足によっ 貴紙「ゲ—ムマシン」 てきたと思います。 
て掘り起されて得たニュは、メ—力—、オペレー ニユ—スの速報性と正 

—スが目につくようになター双方の利害にとらわ確さに加えて、海外の動 
り、綴じ込まれている古れることなく、大局的な向や統計資料など、内容 

いものを引っぱり出して見地に立つた紙面づくりの豊富さにも慼服してお 

アイビ—ェ厶株式会社 
代表取締役迁本憲三 

一〇〇号おめでとぅ。 
アミューズメント通信 

社が業界初の新間として 
「ゲIムマシン」を発刊 

して、幾多の経験を積ま 
れ、今□一 〇〇号を発fr 

されることは非常に喜ば 
しいことであります。 

業界において、新聞と 

しての速報性を十分に活 
用し、安定した情報提供 

源となつていることで、 
私たちm者にとつては情 

報収集や情勢判断の大き 

㈱マツクス•ブラザ—ズ 
代表取締役角野lifI: 

一〇〇号おめでとうご 
ざいます。 

今私の手もと(:一号0 
の贵紙がありますが、九 

九号冃と比べると格段の 
差があり、大いなる努力 

が目に浮びます。 

ft紙はすでにAM龙界 

な柱となり、メリっ卜を 
与えてくれております。 

今後とも、yャ—ナリ 
ストとしての本分をわき 

まえられ、企窠問の片寄 

つたエゴにまどわされず 
に、正確で公正な情報源 

として発展していくとと 
もに、業界のすばらしい 

針路を指し示し統けられ 
るよう、私たちは次の一 

〇〇〇号へと期待いたし 
たいと思います。 

になくてはならない存在 
になっております。 

いつまでも業界のニュ 
—ス、コラム、広告等を 

いち早く似せ、いつまで 
も頌張ってドさるよぅ期 

待いたします。 
一〇〇〇号を待ちます 

CPUフリッパー第2弾// 

^ヘラクレス 
「八ード□ックJで純才IJジナルフリッ 
バーの道を踏みだしだ:!ニバーサルCPU 
フ1 JッバーシU—ズ自信の二機種目です。 
古代の英雄に題材をとり、フリッパーのおも 
しろ味を倍增させるフィーチヤーの数/7…… 

二^サルのフリゥ/ こご注目下さい。 

も釅釅雛 

UU 

9 3 3 5 0 

[2 5 4 9 a 

沿 

ユニバーサル販売株式会社 名古屋. 052(232)1167 ほ 
東京都中央区日本橋堀留卜12-3 ©03(661)0330 大阪. 06(385)6800 九州. 092(471)6188 

昭和53年7月15日第100号 ゲー )発行 

日本議霜オペレ—夕—協同組合 
理事長Apg 

ST 博 
「ゲームマシン」百号 

の発行おめでとぅござい 
ます。オペレーターユニ 

オンを代表して心よりお 
祝い申し上げます。 

四年前の発刊当初の頃 
は、関西のメダルゲーム 

専門誌といった色合いが 
強く、屋h遊園地を主体 

とする我々オペレーター 

には馴染めなかったもの 
ですが、今では業界すベ 

てをとらえ、内容も豊富 
で充実し、毎号手元に届 

くのが楽しみに待たれる 
ものとなりました。これ 

も、ひとえに赤木さんの 
誠実な努力と人柄による 

ものと思います。 
また、二年前よりはユ 

ニォンの例会に必ず出席 
され、オペレーターの生 

の声を直接聞いていただ 
いておりますが、そのよ 

うな熱心な姿勢が、業界 
のニーズをとらえた、自 

由で公平な->7.埸からのい 
ち早い報道を可能1:して 

いるものと信じます。 

今後ともホットな悄報 
とともに、業界の正しい 

方向づけと、将来の発展 
のための問題提起を続け 

ていただけるものと期f# 
しております。 

ばならないと痛感する次 
第です。 

a社も袋,^紙としての 
役別を充分発揮され、Bid 

株式会社シグマ 
代表取締役 真鍋勝紀 

株式会社タイト— 
常務取締役 中西昭雄 

発刊以来一〇〇EiTJとの 

由。一口で一〇〇と言つ 
ても大変な努力の軌跡と 

拝寮し、敬意を表します。 
当業界も近時IH]突者が 

急増しており、非常に注 
Hされる業frに成長して 

きましたが、ゲ—ム場は 

悪の温床が如き印象が未 
だ一部にあることも事実 

で、社会的(:は完全に認 
知されていない段階です。 

正当に認知を受けるた 
め(:も、一社一社の真摯 

な姿勢が問われています。 
今後益々種々の規制も. 

厳しくなる折から、業界 

が一丸となつて健全な発 

展のため、努力しなけれ 

「ゲ—ムマシン」一〇 
〇7^発?fおめでとぅござ 

います。 
设紙が削あさねてから 

今：：：までの叫年は、まさ 
に当業界1:とって、拙籃期 

食 
ノ I 

☆ 

〇 

☆ 

全日本遊園協会 
会長遠藤嘉一 

報道は迅速にして正確今：□の基礎を築かれまし 
なることをモット—としたことは、社主のお人柄 

ておりますが、AM通信はもちろん、業界にかけ 
社の「ゲームマシン」は、る情熱と努力の然らしむ 

0 

業界を代表する協会の事 
業活動を迅速に、且つ正 

確に把握して、業界の発 
展に意欲ある活動を続け 

ておられることは、常々 

敬服しているところであ 
ります。 

本紙は今号をもって通 
巻 一〇〇号を迎えるとい 

ぅことですが、私の記憶 
するところでは、昭和四 

十九年八月に第一号を発 
刊されたと思います。そ 

の後わずか数年にして、 

るところであり、ご同慶 
の至りに存じます。 

今後ともなお一層のご 

☆ ☆ 

株式会社ナムコ 
代表取締役 中村雅哉 

「ゲ—ムマシン」百号のモラルを鋭く世に問わ 
発刊を心からお慶び申しれる激勋のE年間であり 

あげます。 ました。 
貴紙百号の歴史は、当 饮紙が、業界百年の隆 

業界にとつても、目を見張盛を想い、一貫して業界 

る癸展と、業界人として の「在るべき姿,を説5 

活躍をお祈りいたします。続ける1論潮jは、読荇 
の多くに、多大の共感を 

^^乎ぶものでありますCと 

会辻ナ』コ もすれば、利潤追求を急 
2フネづJ一* いで社会との調和を欠く 

■对 企—勅に、冷S平な 
Ji 3d 立埸で打ち鳴らす背鐘の 

のモラルを鋭く世に問わ響きが、自制と修正を与 
れる激勁の£年間でありぇる埸面も少なくなかつ 

ました。 たと思います。 
贵紙が、業界百年の隆 二百号に至る過程もま 

盛を想い、一貫して業界た、健筆一段と冴ぇわた 

の「在るべき姿|を説キ- rな，を念じて止みません3 

から成熟期へとむかぅも 
つともW雖な時期でした。 

その間1:おいて、一R 

して装界の輝かしい朱来 
と、それを成I遂げるた 

めの1Hしい姿勢を鼓舞し 
続けられたことは、まさ 

に飛躍されんことを切望 
しま^* 

に業界人：同、深く感謝 
すべきことであろぅと存 

じます。ますます^展し 
統ける4業界が、方向を 

U几失わないよぅ、常に啓 
^され続けることを期待 

してやみません。 
今後とも、当業界にお 

ける"無冠の帝王，とし 
て活躍されることをおrr 

りいたします。 

株式会社マル三商会 
代表取締役 河合久雄 

削刊一〇〇号おめでと 
ぅございます。 

近年、アミューズメン 

卜座業界の発展は！：！を兒 
張るものがあります。 

石}IIIシヨツクに端を発 

ど、そのマIケットは飛 
躍的!:拡大しております- 

このような背景(:あつ 
て、装界の内部に目を転 

じますと、いろいろな矛 
石汕ショック(:端を^质や問题点が浮き彫りに 

た：：：本経済の激動期は、されます。たとえばメダ 
低成Mという言葉に象徴 

される段階に定苔しつつ 
あるように思われますが、 

そのような環境下にあっ 
て、我々の楽界はまさに 

不況知らずで成设しつつ 
あります。遊®]地におけ 

るコークスクリユーの出 
現、ショッピングセンタ 

Iの大型レジヤーゾーン 
の展開、テーブルTVゲ 

—ムに代^されるTVゲ 
Iムの爆発的な人M化な 

ルゲームの規制問題、電 
取法の11柄、オペレータ 

—間の競合問題など、業 
界の将宋を左右するよう 

な難吸がわつています。 
このような現状の認識 

に基づけば、今後のa紙 
の役割は、ますます大き 

なものとなるでしよう。 
公正な報道という理念の 

もとで、高い次元の視野 
に立ったリ—ダーシップ 

を期待するものです。 

株式会社モリタ 
代表取締役森田寛正 

「ゲ—ムマシンJ -〇 
〇号、心からお麼び申し 

klfます。 
H頃4：紙の,業界に紂 

する正しい取材活勑につ 
きましては、愛Mvt荇の一 

人として心^く感じてお 
ります。 

の発行nが楽しみにもな 
つてきております。また 

広告(:しましても?rr製品 
の情報が、いながらにし 

て収mできることも大変 
使利だと思います。 

今後とも当窠界発展の 
ため努力して下さるよぅ 

№01 Tfe 〇 



今年のセガ社新作展 

新銳グランプリ•フォ Wj 

㈣ rcr^r 

分: 

㉞ ■儀 .声♦調 

r": — 

t 遂 

5i ii^fe, -_ 

xrn^mr： 

好評のSL-99、DL 

•15日）発行 5日第100号 ゲ― 昭和53年7月 

㈱セガ•エンタ—ブライゼス(本社=电京都大田 

区羽田一の二の十て、S七四二—三一七一，ローゼ 
ン社長)恒例の新製品発表会は宋京、大阪会4-とも 

に招待客を大勢集め、熱^に満ちた催しとなつた。 

「スターシップ」で 
映画とタイアップ 

例年ょり時期が少しil'y。ハー、ロックォ—ラ社 
くなつたが、ことしは口製M新ジユIク-四七四」 

Iゼン社Mも出席、東京TV大型®!1&1プロジXク 

会場{±六月二十七日、ホト「セガビジョン」がftd 

テル。ハシフィックで、大置された。 
阪会場はU:十日、ロイヤ 「グランプリフォIJ 

ルホテルでの恒例の催し。はミニチュア•レ—サ— 

それぞれに全11各地からカーを走らせ、J定タイ 
有力業者が参集し、新製ム内に一定コ—スを指定 

品発表会は盛りhがった。间数走り切るとメダルか 

展示会場には、今回発ペイアウトされるもの' 
表のメインとなる四人用ハ—ネスレースと同程度 

メダルゲ—ム機「グランの大きさで，コースをは 
プリ•フオI」を中央に、ずれた導故車を救うため 

新^丁：>ゲーム機、フリの救援車のしぐさが傑作ぐ 

コI又中には鈇道路切な 
どがあリ、全般に礙つて 

いるが、すべてt/.*v\メカ 
によるとされている“ 

TVゲーム機では、M 

社が大きな期待をかけて 
いる宇宙ゲーム「スぺ一 

ス•シップ」、同社新開 
発の搖地攻幣ゲーム「シ 

Iクレツトべ丨スJ、ド 
ライブものの「トップラ 

ンナIJ、「プロレ—サ 
IJなど。フリッパ—で 

は同社CPUシリ—ズ-M 

新作「ノックアウトブロ 
I」、ゥィリアムズ杜新 

型「ラッキ—セブン」、「ホ 
ットチップ」、スターン 

社製「ステイングレイ」 
などが注nnされるところ" 

なおテーブル型は同社 

のTvr—ム機「XIパ 
Iボ—ルTI1」のみの展 

示となつた。また同ft製 
叫人用ガンゲーム機「ア 

マゾニアン」は、徹底改 
苒が施されたことが強調 

されていた。 
六時からのレセプショ 

ンでは、ドウエン•ブラ 
ウ副社長が挨拶(篠原部 

長が日本語沢)に立ち、 
吹11]「スターウオ—ズ- 

公開と同疒発売される同 パ— 

杜『スぺースシツ7」へ リア 
の期待を語るとともに， 

ADEtlJ 
RAJ1I 

1 

团 

㈱ 

二 
s>x 

、•>2 メ1- 
ヒレ 

1941 

北灞 
市® 

路京 唯察 

兌表会展示品の紹介を行 
なつた。ぅちとくに注n 

されるのは、欧米フリッ 

場での 非行化防止策 
福井で関係者が申し合わせ 

この春、福井県内のゲ策を¢3し合わせた。 

バ—の锿人ft向で. 6 ' 

リアムズ社はもとよ〇" 
新しく米国スターン社、 

スペィンのィンタ—フリ 
ップHの代fli^iとして供 

給に応じることを明らか 
にしている。 

またレセプション会社 

では特赏「セガビジョン」 
ームロ、人赏「スタ—ウす 

—ズ」覲赏券十組を賞品 
とする柚選会があリ、ill 

京会場では㈱來海アミユ 
—ズメントの佐藤氏に、 

また大阪会場ではタイコ 
—物淹㈱の名久^^に「セ 

ガビジョン」が贈呈され 
会場は湧いた。 

—ム垛での少年非行化を 
防止するため、県1?本部 

福#署と览矜が参まつて 

懇談会を発足させている。 
第一回は二月十八日、 

福汴ffjの中央公K館にra 
係荇らが参まり、福并署 

による実態調^の結采に 
战づき、次の非行化防it 

①ゲ—ム場には貴仟者 
をisき、場内を管理する、 

②ゲ—ム場が健全娯楽の 
垛となるよう遊^機の改 

善を加える、©4< 人と子 
どもか併fnするゲIム場 

は、遊戯方法やサ—ビス 
を工夫し、子どもに悪影 

哪を及ばさないようにす 

る、④子どもかSL^した 
リr^額紙幣を両替しよう 

としたり、またひんぱん 
にゲーム堝に出人リした 

りする場合、ゲーム場の 

饵任片は注Sするなど。 
福井市内にある二十一 

力所のゲーム場のうち卜 
乃所が無人化で二十四時 

!«]営^していることとか、 

市の愛，iiセンタ—の補^ 

Mが昨年一年間ゲ—ム場 
で補導した少年の数が八 

百IT:十九人と、全補導人 

数の三：％を占めている 
ことから忖策の必要に迫 

られ、実例に椹づいた具 
体的な申し八：：せがなされ 

たもので、今後もB談会 
形^で続けられるもようM 

vb： 
子 
冋 
路 

▽マーク表不を厳守しよう 

VG気乗物、范気遊戯機は祖氣用品 
取締法の甲神m気用品として、m 
法第18粂、第23条により必ず型式 
雄可(▼マーク）を受け、[職第 
25粂の衍令で定められたかAによ 
り表示しなければなりません。£ 
しい馆気用品取扱いのため同法を 
脓守しましょう。詳しくは令||本 
遊圜協会（JAA)までお問合せ 
下さい。_ . 

J AA 

会海 mn 

発行 •15日 シン 月2回（ 昭和53年7月15日第100号 ゲー 
新機«の盜難防止装置{||〇番ブザ|)ォプション取付け。 

当社のマシンは、すべて自社ロケ—シヨンで売上並びに 
耐久テスト済です。 

当社のマシンは、大量生産はいたしません。すべて受注 
生産です。 

’ハ—のいろいろなトラ 
ブルに対処するぢ決を^ 

休的に示していく、とい 

氏(㈱友栄) 
が人贫した。 

同会では今 

广丨1-I卜•./'ワて 

適切なillj訳を介し、きわ 
めて具沐的な,,ft我を被^ 

した。また受講打は凡卜 
/LR、このJは，-r-fi:j/L 

時から午後六時半までと 
K時問にわたったにもか 

かわらず，終始熱心な姿 

副fht<をさき11とま 
めていた敏腕京であ 

現地副社長にブターニ氏就任 
㈱ナムコ(本社=東京S'発足させる" た速けいなどが|15:3:のH 

都大田区多摩川二の八の これは同社の米国にお的とされている。 
五、a七五九—二三一一、ける拠点となるもので、 所在地は南サンフラン 

中村雅哉社長)では七月间杜製品の米国での販壳シスコで、{3:員構成は次 
中旬、米国で「ナムコ• サ—ビス、惰報収集、ア のとお〇 会長U中村f 

?し二位に松本昭*氏 
(制タイガ—レジヤー)、 

入雄会tt)では」-ハ月汁 
H、沼^.Hにある蛩賊 

名古屋ヤンクバワ— 
JOU6月ゴルフで気勢上げる 

か特微的で 

フリッパ—の電子回路 

がかなり進行してきて 
り、^Uメ々からの切 

择えに際してどうした 

力式にとらえ示したもの 

で、この点からも！：期的 
なやりかたを示したと言 

®あくまても^地 

やればよいか、從 
。〈レーターかすぐ 

とりくめるよう記 

フリツハ—に 
てきた。これ 

に勉強を深め 
つている。 

«itt座の内容は 

感動^えたrメリカ方式 
規揚技術者に具体的^明 

㈱タィトー(本11=東京都f代田区f河町二の•/•!. 

の一二、a二六叫—八六 一}、コ.1ガン社長)では、 
六月こ日、本階会議索にてバリ！エレクトロ 

ニクス•フリツパ—の技術^習会を開催、大成功に 

終り、同社では今後も開催したいとしている。 

飛跗的に兌^する*.ILrlnl 

路技術の導人に、メ —力 

丨からすペレーター^まで 

業^侧がその対処を余依 
なくされている現在、戈 

界サイドから^易にとリ 
くめるようにするH的で 

開かれたもの。 

構師はバリ—^ftのマ 

タイト！王催 



3. ズメントマシン 
電気用品型式認可番号表 

(昭和51年4月1日〜昭和52年3月31日認可分） 

アミューズメント通し社編 

.15日）発仃 2 (9) 昭和53年7月15日第100号 ゲームマシン 

電気乗物( 5年 
有効 

¢>91-38 38 (iiE>91-4560 

十一年九月十口}=宮沢十二年•二H三n)=谷门 

国彦(長野)、一〇OV、工業㈱(火阪)、一〇〇 

三OW、定置用。 V、四二〇W、定E用。 
▽91-13846 (/LV91-14654 ( •二 

3T十n)=キクチハンド月二十三ホーブ 

メィズr業㈱(大阪)、(東V:.一〇〇V、六 

• oov、一八〇/一七〇W、走行用。 

OW、定置用。 

電気遊戯盤(11) 
¢>91—3204 

卜一年四巧八n)=新菱 

電機ェ業_<神祭|||)、 

一〇〇V、HrLw、ラッ 
キ—フラッグ盤。 

¥91-13234 {四 

月十二日)=高砂馆機産 
業㈱(大阪)、一〇〇V、 

一二〇W、ル—レット盤。 
¥9113240 (四 

月十六日) 〇㈱関西精機 
製作所(京都)、一〇〇V、 

九〇.EW、模擬操縦盤。 
▽91-13302 (四 

ar二十二n)"㈱セガ. 
エンタ—プライゼス(泶 

京)=一〇〇V、ニー〇 

W、コリント盤。 
¥91-3312 (五 

H六日)=辰己電子工業 

㈱、一〇〇V、一一E/ 

一QHW、ル—レット盤。 

¢>91-3366 {£ 

月十三ny =§ニシキ製 
作所(新潟)、一00V、 

一七W、新幹線ゲ—ム盤。 
▽91-3436 (六 

月十U)=キクナ謂子㈱ 

(神奈川)、一〇OV、 
七八/L凡W、景品落し 

盤0 

:>、四：れ冒、パチンコ盤。 
▽911135277:( 

月M一卜□)=㈱東亜七イ 
コ丨(京都)、1OOV、 

八£/八三ル、ルーレッ 

卜盤" 

▽91-1 fL 

¥9 11 (4ハ 
月十一n) =§いすず製 

作所(愛知)、一〇〇V、 

一OW、パチンコ盤。 
▽91113495 (六 

月二十二：II)=パ—ルTt 

㈱(神奈川)、一〇〇 

C十三Z:)=㈱タイトー 
(肇)、一00V、一 

四OW、テレビ式(テレ 
クトラゲ—ムス)模擬操 

縦盤。 
091-13607 (ヒ 

X：二十六n)=㈱吉山商 
事(兵庫)、一〇〇V、 

二OW、ねずみたたき盤。 
眾91-3646 {八 

:::十n)=谢テイユ！尚 
事(東京)、一〇OV、 

一〇OW、テレビ式模擬 

操縦盤。 
▽91-13660 (八 

ZT十一n)"㈱ジーエム 

技術研究所(大阪)、一 
〇〇V、四三/三九W、 

ル—レット盤。 
11>91-13710 {八 

IT十八=)=㈱アムコ(嗽 

京)、一〇〇 V、z/L/ 

三八W、ビッグチヤンス 
盤。 

▽911137 4 3 (/V 

：：：三十U)=パシフィッ 

クて裳㈱一衆^ス-〇 
ov、- Q/LW、じやん 

けんぽん盤。 
¥91-3872 (九 

H.卜：=)=㈱タイト| 

f來京}、10〇V、四 
〇〇W，(アライドレジ 

ャー)模擬操縦盤。 
E>91-3911(九 

リートn )=(«)タイト— 
5¢、一〇〇V、一 

A-./IW、テレビ式(ミツ 
ドゥH1)射的盤。 

▽91-丨3 912 {九 

zrr.十n}=細タイト— 
15KV:)、一〇OV、八 

〇W、テレビ式(メドウ 
ズゲ—ムス)射的盤。 

▽91-139 4 2 (九 

H三十n) =gl-«1西精機 

製作所(京都)、一〇〇 
V、七OW、玉揚げ盤。 

▽91-13953 (十 

nr七：Z)=パシフィツクT 
窠㈱(來京)、一00 V、一 

•〇W、テレビ式射的盤" 
▽91-13966 {十 

zir七n)=㈱中村製作所 
(東京)、一〇〇V、！ 

〇rLw、模擬操縦盤。 
▽91-13967 (十 

月七：H)=㈱セガ•エン 

夕—プライゼス(束京)、 

一OQV、ニー〇W、コ 
リント盤。 

¥91-139 88 {卜 

n九口) =g北海製作所 

(礙京)、一OOV、一 
一OW、ルーレット盤。 

▽911140 28下 

円卜九=)=山FI.I通信H 

装㈱(神奈川)、一〇〇 

V、•三ow、：i;f品落し 
io 

▽91—14032 (4- 

Z：十九=)=㈱セガ•エ 
ンタIブライゼス<♦*•) • 

.〇〇V、一一 HW、{セ 
がサ)コリント盤。 

¢>91-4033 T 
Urh/LH)=㈱タイトー 

fA —MI 

-4037 <十〇〇V、ニーEW、テレ 

月十九口) ユニバービ鞔馬レース盤。 

サル(栃木)、一〇〇V、¥91-彳4203 {十 

二〇0賈、競鸪レース盤。二月二^) = §さとみ{東 

£>91114038 {卜京)、一〇〇V、ニー W、 

月十九D)=傲ボナ>ザグランプリ盤。 
エンタ—プラィゼス < 神 E>9I-14219 (十 

祭川)、100V、一 1-二：！！：三H)=gこまや製 

•/1W、グィス•ゲ—ム盤。作所 <兵庵)、一〇〇V 

▼9114044 (十五OW、模擬操縦盤。 
n:;十一 U)==内藤一郎 E>9114232 (4- 

<埼玉スーOOV、二HニロTfE天堂㈱5 

0W、パチンコ悅。 都「一OOV、三一〇 〇W、パチンコ惝。 
¥91114047 (十 

H二十一：=)=㈱セガ• 

W、射的盤。 
▽91丨！ 

エンタ—プラィゼス(柬二H六n}=京楽;1業㈱ 

京>、！00V、二〇-(愛知)、一〇〇V、一 

W、テレビコ—ルキック五W、パチンコ盤。 
盤。 ¢>91-14238 (十 

¥9114065 (十二：U：六 n) Lnf 楽産-!㈱ 

一：！：：四：n)=高砂馆器庵(愛如)，一〇〇V、一 

衮㈱(大阪)，一〇OV、五W、パチンコ^し 

tHw、ル—レット盤。 
091丨14085 (十 

1 n四：：：)=# ニユ—ギ 
ン(愛知)、一〇〇V、 

七W、パチンコ盤。 
V91—1411〇 (十 

一月八：n)=㈱タイト丨 
(東京)、一00V、三 

八OW、(モデルレ—シ 

ング)模擬操縦盤。 
▽9114111(-1- 

一；：：：十一：n) =gこまや 
製作所(兵^:}、一〇〇 

V、六〇W、パチンコ盤。 
▽91丨1412 9 {十 

一nr十一！H)=コナミエ 
货㈱(大阪)、一〇〇V、 

四EW、ル—レット盤。 

) £>91114262 (十 

十二月十七n)=三共精機 

ギ㈱(東京)、I〇〇V、 

、一〇〇W、射的盤。 
¥91-4275 (4- 

十二：：：：トヒu) 松村製 

I作所(山形)、一OOV、 
-ニー〇五W、マージャンパ 

シィセッタ—盤。 

£>91-4279 (十 

十二m:卜七R)=㈱ウn丨 
やコーポレーシヨン{東京)、 

〇一〇OV、四〇W、ルー 

班。レット盤。 
'!■•^91- 14310 (卜 

盤。 
0911141 

-H十 

京)、 
-W、コノ 

I) 消• 

一〇OV、 

丨ンぺツト脫 

(菜京)、 
-low、( 

09111 

〇〇V、一 

セル)コリ 

〇 36 { — 

¥91-14152 f 卜 

一月4-八H:)=㈱バリI 

一月二十三日)"㈱タィ 
卜—(東京)、一OOV、 

1SOW、 {エフリ•ザ 
ッカリア)コリント盤。 

▽91-4367 {五 

十ニハ中 一H十二日)=バ 
シフイツク1.業㈱(東京)、 

一〇〇V、五五W、クレ 

K作所(京®一、一00 

V,七〇W、射的盤。 
?91-14 4彳〇 (一 

H十九：：n)=武蔵企業㈱ 

(埼玉)=一〇〇V、五 

一/四二冒、ビッグクラ 

イマ—盤。 
E>91-14456 (二 

月三日)=パシフイック 
工業㈱(東京)、一〇〇 

V、一二EW、テレビ野 

球盤。 
¥9114457 (二 

nr三：：：)=バシフイック 
工業㈱(裝V:)、一 00 

V、一〇五W、コリント 

盤。 
▽91114479 (二 

冃十n)=㈱セガ•エン 
ターフライゼス(東京)、 

一〇〇V、一六〇W、コ 

リント盤。 
091-14494 (二 

月十日)セガ•エン 

夕Iブライゼス(€京)、 
一〇OV'一七OW、コ 

リント盤。 
▽91114529 (二 

H十七U)=㈱ユニパー 
サル(栃木)、一OOV、 

ニニ五界、テレビビッグ 
アンドスモール盤。 

▽91-14548三 

0!:二十五日)=_ユニバ 

—サル(栃木)、一〇〇 

V、一二五W、テレビ射 

的盤。 
▽91114549 (二 

月ーート^:=1)=パシフィ 

V、 

ン(束京) 
二〇W、 

II： 4-/LU) =§ こまや製 
怍所(兵|1|1)、一〇0:^ 

四 一• h/:*叫•八 W、 

ウェー)テレビツヱンテ 

彳ワン盤0 

¥9 1丨1415 3 (十 

-十九：Z)=パシフイ 

¥9 11 

nr十二日)- 

(裝京)、 

396 ( j 

昭和鉄工㈱ 

〇〇V、一 

OW、ア•ゴ—ゴー盤。 
▽91丨14401二 

行卄九U)=㈱関西精機 

ックエ業㈱$京}、一 
〇〇V、-五OW、テレ 

ビ式射的盤。 
▽91114580 (三 

H十四H)=㈱ユニバ丨 
サル(栃木)、一〇〇V、 

五二貿、ル|レット盤。 
▽91114608 (三 

H卜六日)=新菱電機エ 
業㈱(神奈川)、一〇〇 

:>、二丘ル、アップッ丨 
盤。 

▽91-4645 (三 

nr二十九：=)=富士電機 

— (秀5川)、I 〇 

〇V、一niw、ダイス 

ゲ—ム盤。 
V9II1468 4 (三 

月二十九日)=バシフイ 
ックエ業㈱(東京)、メ 

ダル落し盤。 
V91- 14686ニニ 

月二十九E)=㈱ニシキ 

製作所(新潟)、コイン 
ロケット盤。 

▽91丨14 688 {三一 

n二十九日)=#ジャト 
レ(東京)、一〇OV、 

一〇〇W、テレビ21盤。 

I 昭和五十一年度 

(五十一年四月か 
ら五十二年三月) 

で電気用品型式認 
可のあった「電気乗物」 

四件、「電気遊戯盤」六 
十六件のあらましを認可 

番号順に配列したのが以 
hの一覧表である。 

掲載上の£ 口で、© 
式認可番号(②認町年月 

n) =0¢業者名(都道 
府県名)、な型式の 

うち消^電力、0#考と 
なる機種名、を示したが、 

これでほぼどの機種が該 
ヤ1するかがわかるものと 

考えられる。 

この一覧表以降(五十 

二年四：n:以後)のぶんに 
つぃては順次本紙でも掲 

載の予定であるが、次の 
点は留意してほしい。 

電気乗物、電気遊戯盤 

の認可有効期間は£年間 
であるということ。また 

今^三月実施となった法 

改正による「追加電気用 
品」はhの表の段階では 

まだ実施されていないこ 
と。製造ないし輸入を行 

なう「事業者」の名前は 

当時のもので、また製造 
部門が別会社(例—タイ 

卜—とパシフイックエ業 

など)(:なつている場合も 
あること-などである。 

加藤厂 
鈑金 零戦」修復を完成 

33年前の塔乗員も出 

ぐ. 
*翼.,獻鱗、 

.ザックハ• 

Z: 乂:まやかな配慮： . 

C 、氕も持続します 高額商品やタバコなどていたすらに射幸 
t は蛇道て自殺行為てあるばかりか法にふれます運用の妙と 
B； [«! 2台• 3台とセットにすればグンと迫力増大客か客を 
f :の名所に…心ふれあラこんな店を一軒いかかですか〒 

目5させて頂きます。 
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城南エンタ—、 
「商事」と合併 

㈱城南エンターブラィ 
ズは城南商^Vを吸収べ"併 

した。 

㈱城南エンタ—ブラィ 
ズ=川崎市多^IX宿河原 

二〇九八—Tr S (〇 
四四)九三三—二二一二八、 

岡部武雄杜長。 

25121 

ケ 
顯 

)8?63 

<03_ 

束S 

新会社設立 

宝和特機㈱=東京都町 
田市忠生一の二十九の一 

〇(〇四二七)九一—二 

七七一、内山博司社：if 

㈱共栄企画•札帆営業 
所=札幌市北区北三十条 

ffi九丁目、稲村ビル、S 
5 

五f 

七〇四—四 

加藤饭金工業(本社H 

大阪府茨木市沢良宣西一 

の二の十一、S〇七二六 
I三五—一八八六、加藤 

繁一社長)が、日本に残 

存する唯一の「零戦」の 

修復に全力をあげていた 
が、六月六日ついに完成 

し、京都嵐山美術館(新 

藤源吾館長)でその見事 
な姿を見せている。 

修理のニユースは本紙 
(第96号)でとりあげた 

ほか、「週刊新潮」(1か 

で大々的に伝えられ、そ 

の効あってか、同機が琵 
琶湖に不時着したときの 

塔乗員が三十三年ぶりに 

名乗リをあげるなどで、 

さらに話題は大きくなつ 
た。 

また、幻の特殊潜航艇 

横浜にサIビスC 
ナムコ、七月|日に才—プン 

㈱ナムコ(本社東京、 

中村雅哉社長)ではこの 

ほど「横浜サ—ビスセン 
夕I」を開設、七月一日 

関係者が参集して開所式 
を催した。 

同センタ—は千三百平 

方:;の敷地、二階建で延 
千五百平方i?の広さをも 

ち、営t面でのアフタ— 
サービス機能を高めるこ 

とを目：c?にしtものt、 

アィビーエム㈱•中国 
営鞮所Hli:.a.ti補木町叫 

の十七の：、S (〇八二 

二)三八—〇〇六0 

忖瀬ジ—エム=柬京都 

板僑区四葉町二の一の十 

二、〇九三六—六二五八。 

(地番表示変更) 

gレジャー帝業青森= 

靑森fh-綠田三のt一の二 

十ご：、a (〇一七七)八 
一—三四三六。中村幸雄 

社長。 

処分にお困りのゲ—ム機 
械を買上げます//: 

•新品•中古問いません 
•高価にてH受けます 

•1C苺板修理承ります 
千葉エンタ—ブラィズ 

一丁276千葉県八千代 
市八千代台西五—一— 

四0<〇四七四」八五 
I二てVこIt— S辺まで4 

と呼ばれる「海竜」が五 
月二十七日、熱海沖から 

引揚げられ、さきほどの 

_零戦」同様に京都R山 
美術館が保存することに 

なり、またしても离度な 

飯金技術が発揮されそぅ 

と加藤饭金工業では^:欲 
を燃している。 

西日本も7との波 
長島、奈良でコ|クスクリユー 

長島温泉で七月二日、—」が速転開始。続いて 
ついに西H本初の大型遊 

園機械「コ—クスクリユ 

流通面で偉力を発揮する 
と見られている。 

所在地は次のとおリで 
タィト—横浜工場のすぐ 

近くとなつている。 

㈱ナムコ•横浜サ—ビ 

スセンタ1=横浜市港北 

区樽町五一五、s (QW 

五)五四三—六七〇一。 

二十二日に奈良ドリーム 
ランドでM機の巡転が始 

まる。 
いずれも米国アロ —杜 

と技術提携したミゼッテ 
ィエ叢㈱(本tl:東京、橋 

本敬造社長)によるもの 

で、谷津遊IIIでの一号機 
と同型。 

谷律遊阑ではかなりの 
成果をあげておリ、いよ 

いよ日本も超コースタ| 
ブ-一時代に-\つた。 

事務所移転 

★買いたし 

営業所開設 

AM霜 
各種M®：広告は本紙編 

集部まで(I行八百円) 
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スーバーフレーカー 
とつで障害物入りに 
ます。 
は9枚まで可能 

好評のオール上部メンテナンス 
TVテーブルのスーパースター 

英文ではなく和文が出てきます。 

2人用で画面が反転//タテ型画像 

メ小 
ン型 
テ化 

ーバーフレイク 

話題集中…うわさのニュータイプマシンです0 

ーブルづ\]レーンサーカス 

十分手に入れることがで 
きなかつたため、モロニ 

Iは自分でゲ—ム機を製 
造することに決める。そ 

れが一九三二年に作られ 
た「バリ—フI」である。 

この名前は当時の風剌雑 
誌にちなんで命名され、 

「バリーフ1Jは大ヒット 

し、現在の有名なバリー 
社が生れた。 

何でもやつてみようと 

するタイプの人間である 
バリー社のモロニーと、 

S守的タイプのゴットリ 

—ブのそれぞれの個性は、 
今なお製造されているゲ 

—ム機に特徴として残つ 
ている。 

「バリ—フI」の全国的 
な成功で、バリ—社は次 

々に新製品を発表した。 
ピンボ—ルは国民的な大 

流行となり、大恐慌のた 
め倒産したメーヵ—も再 

び仕事に戻り、今度はピ 
ンボール機を作りはじめ 

た。またプレイ^-Iのほ 
うは、ピンボ—ルで失業 

のうさ嗜らしをしていた。 

メIカー同志の競争は 
每年ますます激しいもの 

になり、新しいデザィン 
はすぐ模倣された。また 

今まで他のゲ—ム機専門 
メーカ—だつたところも、 

ピンボール機を製造する 
よぅ1:なつていた。 

まずシカゴコィン社は 
一九三一年サム•ギンズ 

バーグによって設立され、 
三四年以後次々とピンボ 

丨ル機を手がけていた。 
シカゴのェグズイビッ 

卜•サプラィ社は一九〇 

一年W来アーケードケー 
ム機を製造していたが、 

三〇年代にピンボールを 
つくりはじめ、「ゴール 

デン•ゲィト」「ドロッ 
プ•キック」等の機械で 

メ—力I内の競争をより 

激しいものにした。 
同様にシカゴのミルズ• 

ノベリテイ社も従米のス 
ロットマシン製造からピ 

ンボールに乗りこんでき 
たが、成功には至らなか 

-5た0 

もぅ一人のシカゴ市民 
デビット•ロックオ—ラ 

は、一九三二年「ジャッ 
グル•ボール」を出した 

後、翌年にはメカニカル 
なゲーム機としては最後 

の「ジグソー」を発表し 
た。この機械は成功して 

評判がよかった。しかI 

現在かれの名前は、ピン 
ボールよりもジユークボ 

ックスの方でよく知られ 
ている。 

大恐慌の最中に大ブ— 

ムとなったピンボ—ルは 
メカニカルな方面での可 

能性が限界に達しており、 

新しいフィ—チャ—が求 
められるよぅになった。 

そこで登場したのが、一 
九三三年のウィリアムズ 

1:よる電気の導入である。 
ウィリアムズはその頃 

ロサンゼルスでフレッド. 
マツクリーンといつしよ 

にパシフィック•アミユ 
1ズメント会社を経営し 

ており、工場の隣にはソ 
レノイドを製造している 

会社があった。新しい何 

かを求めていたウィリア 
ムズはソレノイドから電 

気の使用を思いつき、現 
在のキックアウトホール 

シ0)0 
マも 

の原型が出来あがった。 
かれはこのフィ—チヤー 

を同社の製品「コンタク 
卜」に取りつけ、ホール 

にボールが入るたびにべ 
ルがなるこのゲIム機は 

西海岸でセンセ—シヨン 
をまきおこした。 

より大きな前進をめざ 

してパシフイック•アミ 
ユーズメント社を去った 

ウィリアムズは、その後 
ロサンゼルスのバリー社 

のディストリビユータ丨 

に認められ、一九三四年 
かれがデザインした「シ 

グナル」がバリI社より 

出されて、ウィリアムズ 

のデザイナーとしての評 
判は決定的に高まった。 

バリー社とウイリアム 
ズが組んでつくった第二 

弾「マルティプル」は、 

エレクトリック•ティ;U 

iis!111 
1:1爵戀二 JEATi'te紱一鼠 

9 
一!::IJilpP 

rゴ 1n;v賺- 
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:km1 
eckin 

HAKf-= 

c議 

ss 
i il 

al 
«NUE『 

AENa? 
MA-I 

N1A. 

Lyil 

ウ出 
アい 

ィ払 
ベを 

の卜 
*ツ 

硬ケ 
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卜をはじめて採用Iた馋 
械とされている。 

ウイリアムズは後にシ 
カゴに移り、ロックオ丨 

ラ社、エグズイビット社、 
バリ—社の仕#を手がけ、 

ユナイト社を経て一九四 
三年ウイリアムズ社を設 

立した。 
また、一九四七年にサ 

ム•スタ—ンがウイリア 
ムズ社の共同経営者にな 

り、五九年同社を〖只いと 
り、六四年にこれをシー 

バ—グ社に売却した。の 
ちスタ—ンは七七年にシ 

カゴコイン社を買いとり、 
これをスターン社と改名 

して現在に至つている。 
でウイリアムズではと 

言えば、今なおカリフォ 
ルニアでピンボ—ルのコ 

ンサルタントをしている 

といぅ。 — 

1 
H 1 

社•ム 
Uと 

一九三三年はピンボー 
ル史上、電気の導人以外 

の他の理由——つまりべ 
ィアゥトの出現でも重要 

な年といえる。 

この業界はお互いの鞔 

争が一層激しくなり、ま 
た他の硬tt作動式ゲーム 

機やスロットマシンとの 
きびしい競争に立ち向わ 

なければならなかつた。 
スロットマシンは一九 

三〇年代初期、多くの州 
でまだ法律h許されてお 

り、数分間の楽しみ以k 

に現金を提供していた。 
人びとにとつて、ピンボー 

ルで遊びながら悩みを忘 
れることは確かに楽しい 

ことだつたが、お金を稼 
ぐことはそれ以huすて 

きなことだつた。 

一九-rr一三年バリ—社か 

らでた「ロケット」は、 

最初の自動ペィアゥト式 
ビンボール機だった。こ 

れはある一定得点(:達し 
たり、あるいはスペシャ 

ルタ—ゲットにあたると 

ゲ—ム機が自動的に現金 
を支払ぅのである。 

「ロケット」の®場ま 
で、ピンボールは楽しさ 

だけを売る訢しいタイプ 
のゲーム機だった。その 

ためギャンブルを取締る 
法的な規制からも白由で 

あつた。しかし、ペイア 

ウトについて粢界内の人 
々は楽観的な荇ぇをもっ 

ており、レイ•モロニ丨 

はペイアゥトを将来性が 
あると信じたのである。 

バリー社は次々とペイ 
アウトのゲ—ム機を製造 

し、fillの多くの会社もそ 

れに追随した。しかし、 
ゴット：：ブ社だけはぺ 

イァウトを短期間試みた 

だけで、すぐ以前のピン 
ボールに戻った。*\父は 

決してペイアウトを好ま 

なかった」と、息子のア 
ルビン•ゴットリ—ブは 

述べている。ゴットリ| 
ブ社の良識は、結局ピン 

ボ—ル産業を破滅から救 

つた。というのは、ペイ 
ァウトはM終的に業界に 

貢献するよりも、むしろ 
害を及ぼしたからである。 

スロットマシンと同様 
にペイアウトするピンボ 

1ルは、人びとの反感を 
かうようになつた。オペ 

レ—夕—は新間で罪人の 
ように扱われ、プレイヤ 

丨のイメージは、働かず 

してお金を稼ごうとする 
堕落した人間と同一视さ 

れるようになつた。そし 

てメ—カーはアル•カポ 
ネ、ボニI&クライドな 

どと同じカテゴリーにい 
れられてしまつたのであ 

る0 

業界の人びとは、その 
反感がすぐに消ぇ去るも 

のと信じて頭を低くし、 

批判に対しても無言でい 
た。しかし、人びとの憤 

りはおさまるどころかま 
すます激しくなり、ピン 

ボール禁止の法案が州議 
会に持ちこまれたり、市 

民団体が反対をとなぇた 
りするよう1:なった。ピ 

ンボールは人びとにとつ 
て堕をを怠味するように 

なったのである。 
一方、これらの寒々と 

した雰囲気にもかかわら 
ず、ピンボール淹業は伸 

び続けた。小さな会社や 
鞔争に追いつけぬ会社は 

つぶれたり、大会社1:吸 

収された。そして、ウィ 

昭和53年7月15日第100号 ゲームマシン 月2回（1日-15B)発行 (10) 

テ_プルプ□ッ9 

1人でも2人でもゲームができ 
ます。 
このほかテーフルフイコン等 
取扱つております。 

ビックニユ—ス 
近日発売予定 

追加基板 
里純なTVフ□ックか、基板を1 

加するだけでゲーム内容か一 
段とおもしろ<、高度になります,。 
このゲームには画期的な「SUテ 
リーフ□ック」か含まれており、 
まだ/ \ーフエクトメーター回路も 
謎されて（メーター端子付)い 
ます。 

ぃたずら防止TILT基板 
ICを使ったあらゆる機械に簡单 
に取付けられ、圧電によるいだす 
5が起ると全電源を切ってしまい 

_は当社まで一 

ASIAル■レツ 
アジ 

お客さまか投げるルー 
レツト.グ楽しさが一層 
加わりました。 

本紙I〇〇号記念としの最中、アメリカのシカ十九世紀1:人気のあった 
て「定説•ピンボ—ルのゴを中心に急速に栄ぇ、 「パガテルJ#l:求める人 

歴史」を披露する。これ現在アメリカ本国はもとがいる。このゲーム機は ゴットリーブ社の削立—ムやその他多くの 
は、従来の間違った俗説より、ヨt ロッパ、：：：本点数が表示された穴にボ者デ—ビット•ゴットリム機を製造しはじめ 

をしりぞけ、各種資料にでも大変な人気になってールを棒でつついて入れ—ブは、今日あるピンボー九三一年の秋、大 
検討を加え、まとめた、いる。もちろん今：nに至る遊びであるが、現代のールに最大の貢献をしたをもたらした「バッ 

本邦初の「定説」である。るまで、ニユーヨーク市ビリ^-Iド1:似ている。人物と言ぇる。ミルウォボ—ル」を発表する 
ピンボ—ルの歴史はそやその他多くの都市で禁 もともとア—ケードゲーキー生れのかれは、一 「バッフルボール 

のまま現在の業界の問題止されたり、ピンボIルーム機は数多くあった。九•一〇年代(:は他の野心 
を写しだしており、大い是非論を展開されたりしそれらは占い判断であっ的な若者と同様、列聿に 

に教訓となるところだ。た時期があり、必ずしもたり年齢当てのものであ乗って町から町へ回り、 
(なお本紙では近く、 平穩無事な歴史を歩んでったりしたが、演芸や道けばけばしいカウボ—ィ 

ピンボ—ルについて詳しきたわけではないが、正化芝居と張りあぅためにブ—ツやリボルバ—を身 
くシリ—ズ化する予定)当に評価されブームをま新しい種類のゲ—ム機がにつけ、安ホテルを泊り 

きおこしている現在、ビ必要とされた。 歩く地方巡業商人の一人 
ピンボ—ルは、半世紀ンボ—ルはすばらしいも 一九二〇年代、新しいだった。 

近い歴史をもつゲームマのだといえよう。 機械への需要は古いパガ ゴツトリ—ブは最終的 

シ/>である。世羿大恐慌 

ブ社製品や他のゲ—ム機 

アと各地力へ 

で七個のボー 

r場で黝 

リ^-Iド•スキル」とい 
うゲーム機を発表した。 

それは平らなプレイフィ 
—ルドのhを鉄のボール 

がかけぬける最初のもの 
だつた。 

一九二九年、「ゥピIJ 

というゲ—ム機がシカゴ 
のミツドウエイ•バタ— 

ン社から出され、これを 
最初のピンボ—ル機だと 

する人もいるが、これも 
パガテルタイプのものに 

すぎないとすべきだろう。 

この年は大恐慌のはじ 
まつた年でもあるが、そ 

の頃「ハイ•アライ」と 
いう硬貨作動式ゲ—ム機 

に魅せられたハリ—•ウ 
イリアムズ(後のゥィリ 

アムズ社の設立者であり 
「ピンボールのエジソン」 

とも呼ばれる)は、その 
パチンコに似たアツブラ 

イト型の小さいゲ—ム機 

丨ム機ととも 
じめた。 

いゲ—ム機の 

丨ルドの改造 
が、それにゴ 

ットリーブ兄弟が目をつ 
け、ゲーム機一台につき 

fioセントの特許料をか 
れのデザィン1:対して支 

払うことになつた。 

かれがAi初に手がけた 
ものは「アドバンス」だ 

つた。これは電気的なフ 

がセットされているもの 

で、それは鬧中で火当り 
となり' 注文をこなすた 

めに家族総勋Mで工場を 
フル回転さ』：：。一番多 

ぃ時で:H四百台の「パ 
ツフルボール」を生産し 

たこともあつた。 
そしてゴツトリーブは 

アメリカ111内全土に及ぶ 

た。これはm気的なフその中の一人が两海岸で 
Iチヤ—は何もなかつ活躍していたハリー•ウ 

たが、プレイフィ—ルド 

の枠組みが今までの木製 

から金厲製に変り、デザ 
インに大きな進歩がみら 

れる。後年このゲーム機 
の底をたたきながらボー 

ルを思い通りに動かそぅ 
としているブレイ^^1を 

みて、ウィリアムズは思 
案の末、ティルトを考え 

つぃた(一九三四年)。 
それはバリ—社の「シグ 

ナル」に敁初に現れ、翌 
年(:は現在なお使われて 

いるペンドラム•テイル 
卜を発明している。 

ィリアムズであり、また 
通信販売を手がけていた 

レイ•モロニ—(後のバ 
リ—社創立者)であった。 

ゴットリ—ブは「バッ 
フルボール」でピンボー 

ル産業の基礎を確立した 
が、その後の自由競争は 

宿命的なものだつたと言 
ぇる。当時乱立した会社 

の中で、現在生き残って 
いるのはごくわずかであ 

るが、ゴットリーブ社の 
宿敵といぇるバリー社の 

出現は、ピンボール史上 
決定的だった。 



日本娯楽機械 
オペレーター協同組合 

(事務局） 
東京都渋谷区渋谷3-6-2第2矢木ビル 

© (03)409-5232 
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画面がたて型だ 
籲従来のブロック崩し 

好評発売中 
驚異のスーパ 

マ 

初心者から上級者まで十分楽しめま 

./に上級者 
向けのスーパーブロ 
ックまで、プレイヤ 
一がスイッチの切換 
えで選択できます。 
スピードも初心者用 
から上級者用の2段 
切換え式になってい 
ます。 

発売元 

スーパーフロック 

ョンが大きい0 

• 2人用の時ゲーム画 
像が素早く反転 

籲画面文字は読みやす 
いカタカナ文字で表 
示 

寸法 W 750 XD 500 XH 600〜700 

電源 100*1 10V /50-60HZ 

消黄電力 50W 

番最 33知 歹9丨一丨5900 

一▲ 

テーブル•バルーンサ 

株式会社 共栄企画 
東京都港区虎の門2— 5— 1白子ビル 
亍105電話03 (580) 7261 TO 

L09427 1055— 

06 (251)2120 大阪市柬区南久太郎町1 

縱你郎千代 03 (263)9421 

m市北区紫竹牛荇町4 5 L075 (491)4424 

E し03 (407) 391 0O；f邡渋谷区奴1 

L052 占庵市名來区小池町451 

㈱苦小牧市双蕖町2 

古M市熱田区1 

神戸市葺合区磯辺通4一 

で東京邡大田区西蒲田 03 (734)361 
会 》岡狱•浜松市篠吩町3902— 孝一 L0534 (47) 3654高 

岐牵市典砂町 L 0582(62)7313 
大阪十•四K十•佐掘1 

瞬 楽横浜市西区北軽井沢町4 

会富山県萵岡市下閲町 

貝須878 W次郎 L0594 

ニー茨城県水戸市渋井町166 E L0292 (26)0451 

川崎rfi•中原区木/1389 茂飛智男 
好岡県浜名郡雄踏町字布兄8376 L05359(2) 

郁干代田区 03 (230)4897 
央 娯楽㈱千葉県船橋市宮本町 

㈱東大阪市憂M東217 06 (744)4683 

㈱徳办市中前〗 E L 0886 (53)0953 武市哲 
一名古屋市熱m区新宮坂町39 

熱海市中尖町 

•葉市長作町1374 L0472 (59)5681 
电京都世田谷区成城 

栄 商会沼津市大岡3243— L 0559 (23) 4900 
㈱束:京都葛飾区四ツ 03 (691)3789若田部 
一电京都新宿K西新宿 03 (343)2581ベ 

ウ大阪府箕面市新描5 5757 加 

大阪府泉南郡阪南町箱作257— • 0724 (76)1381 
岐阜市畋町1 

㈱京都市下家K烏丸通7粂下2k电塩， 、路721-1京邡タワー T E L 075 (343)1088 
名古庵市中H (331)0200 

技¥f•県ヒ伊那郡箕輪町大字中箕輪11157 T E L 0265 (79) 2287 

•15日）発仃 >ン 【全面広告】 (13)昭和53年7月15日第100号 ゲー 
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私達の会社はいくつもの 
山に挑戦して、 
征月艮してきました 

今また新しい山に漏Uいま 
原点にかえり 

利益と娯楽のために.グ 

ご期待下さい。 

技術と創造の 
株式会社 太陽自動機 

〒135栗京都江東区森下3丁目6番5号(森下ビル） 

TEし.（03) 633-541谓 
1F •ショールーム、サービスtZンター2F *宮業部、企画開発部 

定期購読のご案内 
•めざましいアミューズメント業界 
の全国版ニュースを、月2回確実 
にお届けする唯一の新聞。 

•年間購読料(送料共）7,200円 
お申込みは郵便振替か現金書留で。 

•ただいま本紙美装綴表紙を有料 
購読者に配布いだしております。 

アミューズメント通信社 
大阪市北区神山町9-16山名ビル | 
Q06 (314) 0309(ft)〒530 i 

昭和53年7月15日第】00号 ゲームマシン 月2回（ 

入れ，エキストラボール 

も加わつた本格フリツパ 
—である。 

パーツを吟味し、デザ 
ィンを研究するなど、各 

方[ft]からかなりの^が加 
えられており、国産フリ 

ツバ—としては期待でき 
るもの。 

中旬発売予定で、 
定価も•/!十八;J円を予定 

している。 

楽しめるのが特徴。 

定価三十四万E。 

しm品払出し。 
「出世スゴロク」なら 

v->j«ui 部 社長 
いぅ：EkKzに進んでいく_ 

/レジャ—Jなら野球 
狀況設定。…神とも锐 

みやすく、だnでもで 
なフレー内容となつて 

H「ヘラクレス」2 
塞旳c p Uフリッパ—シリ—ズ発売 

1ニパーサル販売㈱(本 
=東京都中央区=1本橋 

苗町一の士一の三、® 

ハー—〇三三〇、岡田 
王社長)から新発売と 

るが、点数表示はなじみ 
やすいリング式カウンタ 

Iとなつている。 
バンパ—、キックアウ 

トホール、夕—ゲットで 

弾「ヘラクレス」で、2 

p、CPU塔載の窀子回 
路フリッパ—。遊び内容 

がいよいよ本格的1:なつ 
てきた。 

_ 

なった、㈱ユニパーナルは電子音が鳴る。スイッ フイ—ルド上部の口 — 

ルオ—パ—、中央のフラせによるボーナスフイ— 

ツグ、夕—ゲットの組合チヤ—などと盛んにとり 

のフリッパーが注目され 
ている。 

量販が待たれていた第 
一弾「ハードロック」は 

2P、電子回路フリッパ 
I。CPUを塔載してい 

チ関係は無接点を採用し 
ているのも特徴。使用ボ 

1ル数は三個に設定。す 
でに発売中で定価五十八 

万円。 
次に登場するのが第二 

0 

ク 
フ 

る 

夕 

チド 
クン 

キハ 

キクチハンドメイズエ 
業㈱(本社i阪市平野 

区加美正党寺四の七の二 
十、®七九ーー四五六一、 

菊池贤一郎社長)から新 

ち 
持 

こ ( 

式 
機 

n 

起 
一^^ 

夕 
□ 

や 
ま 
世界「レ| / 8 -ゃ 

|周-^ 卜1J j 
わかりやすいア—ケIドゲ—厶 

傲こまや^:所(本社②とか③とかマィナス② 
神戸_灘区魚崎西町とかのところを通ること 

丁目二の三十五、0(0によって、上のパネルで 

〇八二—三六六一、東京からニューヨ—クへ 
中弘社長)からrr発売と電灯が進んでいくもの。 

遒子音の効果つき。シ 
ンブルでわかりやすい遊 

び内容なので、だれでも 

=神戸灘区魚崎西町 
四丁目二の三十五、© (〇 

七八)八1||三六六一、 
田中弘社長)からrr発売 

となつたアーケードゲIうまくニユ— mIクまで 

ム機「ルート18」。 
遊びかたは•硬貨投入す 

ると打球できるようにな 
り、打った玉がそれぞれ 

5__ iT S 

たに発七7Cされること1:な 
つた二人用乗物機「ヘリ 

コプター」。 
これは、起重機のよう 

にへリコプターを持ちあ 
げるという今まで1:ない 

動きをし、これが大きな 

特徴となつている。 
また、機内は子ども二 

人が乗れるぐらい広く、 

フロントガラスが火きく 
て、ヘリコブタ—がkが 

ると視野がいよいよ広が 
る、というのが子ども1: 

は受けそうである。 
定価£十21万円。 

行って、東〗fで帰っ 
くるとリプレイ。 

%} //\) */\1 —/\ /\1^|#(%1————--—#N-/\^ 

電気無用トリオ 
関東娯楽から四段階パチンコ 

閲必娯楽エS㈱(本社 
卩漱溆部礙田区^m- •の 

トニのU、•；.浦ビル、S 

八.〇丄ーニニー、中村 
讨社U)から新発売とな 

つた十nゲーム、プラィ 
Xマシンのゲーム機トリ 

す「宝さがし」、「出世 
スゴロク」、「ブレジャ 

——r 

汜"<を使わず、人赏し 
たペチンコ玉の-T(力でift 

品を払いfl1,すのがミソ。 
遊びは—14玉投入して、 

小さなハチンコフレIを 
行ない、それぞれ中央の 

人赏穴に人ると先へと進 
められ、一:段階のセ—フ 

•二」： 

r4\一 

話題のマシン 

マン24 

投 了て 俺 に 列 1 
定 人 各 ウる 勝 レ に h 
価 で 番 卜と 単 1 わ ボ 
■鑄 ■秦 き 号 〇 、 

の サ た 夕 
十 る は さ 1 〇 ン 
八 〇 き 号 力 て を 
巧 忟 ほ を 1 電 押 
円 ま ど 

、 
が 光 す 〇 で の ま 点 と 

連 ぺ < る 滅 
続 イ 当 

〇 
式 五 

定 
価 
TL 
十 
八 
万 
円 

通 k 

アス 

落グのム 
定箱遊親テ機 
価いびし丨^ 
三た、みブス 

I•テ黑やルI 

九丨をす版パ 
ノ了ブ基い。I 
円ル調ボボ 

°がにウウ 
特しリル 
徴たン1- スーパーボウルT II 

4桁表示ユニット 祭嫌棚 フロ 
アマ 兼用UFOユニット 

(取付説明書付き) 

♦ブロックは無限に表われます。 
摯9999点の次は0点より再度始ま 
ります。 

參UFOとの組合せにより画期的 

なブロックゲームになります。 

籲スクラッチ•ブレイクアウト（ア 
ーケード•テーブルタイプ）TV 
壁くずしゲーム機（マイコンをの 
ぞく）に素人にも簡単に取付けら 
れます。 
♦これで新型機械に生まれ変ります。 
籲売上げもグンと伸びます（弊社口 
ケーションにて実証済みです）。 

• U F O (No.1、No. 2 )ュニットも 
好評発売中/ 

•新企画//近日発売予定。 
ご期待下さい。 

(取付説明書付き) 

限 
定 
300 
枚 
発 
売 
中 

1回目のブロックは通常の動き 
2回目のブロックでUFOボー 
ルになります。 
ボールがU F0のようにランダ 
ムに動きます。 
新企画//ラケットをお好みによ 
り2つ出すことができます。 

1 lurlla 

m 

テレビゲームのパイオニア タートルINC.， 〒661尼崎市時友シモンデン230- 

電話（06) 432-2706代) 

バラになる)するもの。 
ゲームの雖易度は十段 

階になつており、だんだ 

ん複雑になるのでゲーム 
の好きな人向きといぅこ 

と力できる。^^か^^ゲ^^ 

ム途中でゲーム内容のI 
部を変更できるのも特徴」 

-定タイム内のゲIム 
であるが、投人硬货枚数 

を增やせばタイマ—は延 
長できる、といぅのも従 

米なかったシステムだ。 
ゲーム内容には燃料、 

ミサイルの残数表示、緊 
急避難ボタン、太陽や流 

星などのアィデアが含ま 
れている。 

七：：：：発売で定価七トニ 
万円。 

またテ—ブル型になつ 
た「ス—パ—ボウルTn」 

は、TVボウリングゲ丨 

力強さ 
V 
自播ホ 

—— I 言 

キヤタピラ—「アストロン」 
信水貿易㈱(本社=東などの狹い通路を使って 

京都千代田区麴町一の三、キヤタピラ—のダイゴ味 
山京ビル、S二六三—五にひたることもできる。 

二八一、森川寿社長)か 
ら六月に新発売となつた 

小型乗物機「スベ—スタ 
ンク•アストロン」。 

同社キャタピラ—シリ 
—ズ第一弾「ガッツタン 

ク」につづくこの第二弾 
アストロンは一人用で、 

やはりタンクのようにキ 
ャタピラ—で走行する。 

大地を踏みしめるよう 
に力強く走行するので、 

走らせるという実感を一 

層強いものにしている。 
前進、停止、方向転換 

を力強くこなすのはもち 
ろん、坂を登るのがこた 

えられない楽しみだ。ま 
たタィヤを敷きつめたガ 

タガタの不整地でも、安 
定した走行ぶり。 

方向転換はその場でS 

在にできるので、狹い場 
所を有効に使えるし、矯 

走行はフットスイッチ 
によっており、足を離せ 

ばピタリと1Lるので安全* 
「アストロン」は小型化 したもので期待できる。 

メダルと景品両方 
レジャックの電光点滅式「ル.マン24」 

レジヤツク㈱(本社= 
大阪市淀川区西中島五の 

十一の十、第三中島ビル， 

0:一一〇五—一三三一、井 

上昭男社長)から新発売 
となつた「ル.マン24」。 

これは十円玉とメダル 
の両用タイプで，メダル 

ペイアウトはデジタルで 

表示されiiMされていく 
もの。メダルペイアウト 

か漿品払出しかはボタン 
で選択できる。1品とメ 

ダルのバランスは四段階 

に設定される。 
遊びかたは卜円玉ない 

しメダル投入後、登録ボ 
タンを押したぅえでスタ 

V 

プ 
ヅ 

シ 
ス 

I 

レ 

ボ 

sr 

レ 

力 
I 

テ 

宙 
宇 

4P 

社 
ガ 

セ 

㈱セガ•エンタ—ブラ 
ィゼス(本社=東京都大 

田区羽田一の二の十二、 
a七四二—三一七一、口 

Iゼン社長)から、いよ 
いよ米国スタ—ン社製フ 

リツ。ハ—が発売されると 
ともに、同社製宇宙TV 

ゲ—ム機「スぺースシッ 

フ プ」、テーブル型TVゲ 
JX—ム機「スI。ハ—ボウル」 

イ が発売される。 
レ スタ—ン社製「スティ 

グ ングレイ」は2Pフリッ 

ン パ—で、むかしのシカゴ 
イ コイン社製の段階から大 

|ア きく脱皮した本格版。 
ス フィ—ルド左方のドロ 

±rッブタIゲットを五個全 

部二度倒すとスペシャル 
->のチャンス。フィ—ルド 
一 上方と中央にキックアウ 

^ トホ—ルがあり、その周 
7 囲にはダブルボ—ナス、 

エキストラボ—ルのチヤ 

ンスが設けられている。 
■ブラ テスト機構、较高得点 

^都大表示などを装備したCP 

•二、Uフリッパ—。 

、口 定価六十六万円。 
いよ 次に「スぺースシップ」 

!製フは、二人用の宇宙TVゲ 
:ると—ム機で、画面内の宇宙 

TV 船を操縦、ミサイルを発 
シッ射して相手を繫破(バラ 

話題のマシン 
k 
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CO TRADING CO.，INC 

株式紐エスコ貿易 
本社 
東示都港区三田3 — 5 —16 
〒108 TEL03 (455) 6511^) 

株式会社 大阪エスコ 
大阪市浪速区元町4-3 3 5 
〒556 T E.L 06 (647) 4455 

品川営業所 
東京都品川区東品川丨-32-15 

(コーショービル3 F1 

〒140 TEL03(472)6405〜6 

ノックアウト スペースギャンブラー スペースクイーン ブフツクン 

カッパ退治 ゲームツり— -タウェイ 

ミニバル ーラッキークレーン 

SCO TRADING CO. SCO TRADING CO. INC. SCO TRADING CO. INC. SCO TRADING CO. INC 

発行 ゲームマシン 【全面広告】月2回 昭和53年7月15日 シン 【全面広告】 15日）発行 

SCO TRADING CO. INC. SCO TRADING CO. INC. SCO TRADING CO. INC. SCO TRADING CO. INC, 

ブ■"ムfテ ブルゲ ム〇 
1，500万人の愛好者のいるオセロゲームが 
テーブルゲームに仲間入り。 

テーブルサンダーバード 

テーブルスーパーブレイク 

4^ 

高さ600% 

奥行500% 

800% 

重量30吋 

2イン1方式 

■全面強化ガラス使用でショックに強く、水やよごれもひとふきです。 
■心臓部にはマイクロコンピューターを使用し、画面は見やすいモス 

グリーンでゲーム展開は一目瞭然。 

■ゲーム時間はデジタル表示。時間の調節も可能です。 
■操作は扱いやすいボタン方式なので、ゲームの進行はスムーズです。 

く第二次代理店募集〉 

>ソ梢 
—— III 

7月15日 
発売 

ーブルシーソージャンプ 
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日本娯楽機株式会社 

代表取締役 
社 長 |遠藤嘉 

07東京郞港区南t山二—ニニ—四 

〒電話Q二(四〇•一)ヒ•ニニ 

株式会社ナムコ 

g—締I中村 

46敗京都大mK多摩)II 

〒電話〇三fヒ五九 

東宝商事株式会社 

代—締役中村欽也 

534大阪市都島区郎島本通四-一？ 0 

〒電話OA (九二四)二000 

東京パブコ株式会社 

代表取締役滝沢保博 

3 東京邰目黒区中目黒四人丄ハ 
15藤井ビル 

〒亀話Q二(L一〇)六五七• 

株式会社ツムラ 

代表取締役津村三百次 

536大阪ポ城^区派訪二—七—三 

〒•m話〇六(九六九)三五三一 

株式会社太陽自動機 

代表取締役宮坂芳男 

5 柬京都江東区淼下三—六—五 
13淼下ビル 

〒電話〇三(六一二三)五四二 

デ—夕•イ—スト株式会社 

代表取締役福田哲夫 

〇淑京郎新宿区余rIHr一〇九番地 
16高木ビル 

〒•范話Q二(三-£八)六.H八一 

株式会社チXスト 

代^取締役森 真 

533大阪rli東淀!II区山口町•二六 
〒電話〇六(三二三)H一七 

玉福産業株式会社 

代表取締役橋本頼松 

12京郞rH伏見区津知橋町三じ二人 

f>T6電話〇七五(六二二)七三一二 

泉陽興業株式会社 

代在取締役 
U 田 一ご 闫 

56大阪市浪速区元PI二'〇9 

T5.電話〇六(六三二)一〇五 

株式会社 総 商 

代表取締役木村雅三 

g 豊田市析塚西町北小畔六七— 

=47®話〇五六五(二一)三九二 

株式会社タイト— 

常務取締役中西昭雄 

02啦京郎千代11|.2£;平河町'九し 

Tlm話〇三〇一/;四)八六一 

総合ユニコム株式会社 

代表取締役 林 功 

4 柬京都中央区銀座.人+E 

10共同ビル 
〒電話Q二(五六三〕00二五 

全国シングルロケ協議会 

長辻本憲三 

〇大阪府松原市西大塚丁一四一丄 
58(アイ•ピー•ェム㈱内) 

〒窀話〇七二二(三六)一一七〇 

株式会社シグマ 

代表取締役真鍋勝紀 

57東京郁世田谷区成城九丄ニニ丄 
T1電話〇三(四八四)一〇一 

株式会社ジヤ 

代表取締役竹内清 

2東京都千代田区平河町一由丄二 
10平河町伏見ビル 

〒電話〇三(二三〇)〇六七一 

新晃商事 

代^者白石俊 

533大阪市東淀川区•内大道町三'三一 

〒電話〇六(三二九)三〇二〇 

昭和遊園機械株式会社 

代表取締役小島幸也 

82調布市若葉IHr二—二七—二三 
T1電話〇三(三〇八)一五五一 

株式会社セガ•エンタ—プライゼス 

代表取締役 
社 長 

D •ローゼン 

44東京fsls人田区羽田一丄'—十二 

T1€話〇三(七四二)三一七一 
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有限会社こまや製作所 

代表取締役田中 弘 

株式会社 一一I 共 

代表取締役#^ 

112東京都文京区後楽 

〒電話〇三(八一一 

キクチハンドメイズエ業 

株式会社 

代表取締役菊池賢 一^ 

547大阪市平野区加美正覚寺1f卞 一一Q 

〒電話〇六(七九一)四五六一 

加藤鈑金工業 

代表者加藤繁一 

567大阪府茨木市沢良宜西丁11^-一 

〒•VI話〇七二六(三五)一八八六 

アイリ—関東株式会社 

代表収締设按岡紘 

286千葉県成田市不動ケ丘一j一老— 

〒電話〇四七六(二二)三一二一 

株式会社エスコ貿易 

代表取締役中山^tl 

108來京都港区三田三I五—十A- 

〒rt話〇三(四五五)六五一一 

株式会社サ—ヒス•ゲ—厶ス 

代表取締役森 •^3 

652神戸市兵庫区入江通三丄丄一七 

〒電話〇七八(六ヒー)一九〇三ぬ 

株式会社三友商事 

代表取締役川原隆則 

816福岡県春口市大字小倉一九gH一四 

〒電話〇九二(五七一)七四二四 

株式会社カワクス 

S取締役川楠俊太郎 

577大阪府東大阪市川俣二—三四 

〒電話〇六(七八七)一八八一 

大阪パシフィック 
ベンディング株式会社 

代表取締役古田収1: 

530大阪市北区天満二—七—十一 

〒電話〇六(三五一)七九七一 

株式会社関西企業 

代表取締役松 一7C哲士 

61大阪府豊中市名神H丨 一—一 

1?電話0--ハ{八六ーニ)ヒ丘00 

株式会社関西精機製作所 

代表取締沒古川謙一一 

615京部市右京区西京極豆田町三 
〒電話〇七五(三一一)九二四五 

エ—ス自動機株式会社 

11|村上公伯 

154柬京都Ht田谷R野沢二丄一〇-十一 

〒窀Ifio三(四 一〇)〇五二E 

アィ•ヒ！エ厶株式会社 

代—締役辻本憲三 

580大阪府松原市西大塚TSI一 

IT電話〇七二三(三六)一一七〇 

㈱ウコ！コ—ポレ—シヨン 

代表取締役内山光代 

103東京都中央区门本橋浜町亍八丄ハ 

〒電話〇三(六六八)八六五六 



スーパーコンチネンタル（中古）5台の/^ 

場合、毎月小切手¥225,000、あるいは^ 

毎月決済の約束手形¥225,000。 ^ 

なお、6力月の保証金として約束手形S 

¥2,250,000の担保が必要です。 yr 

AND PARTS 

ボーナス•ライン(新品).¥65,000 

ボーナス•ライン（中古）.¥50,000 

ウオール•ストリート（中古）.¥60,000 

ブル•マーケット（新品）.¥70,000 

ブル.マーケット（中古）.¥60,000 

スーパーコンチネンタル（中古）.¥45,000 

ファイブライン（中古）.¥30,000 

BONUS LINE 

最低6力月単位、1力月1台につき 

バリー 品レンタ肌、たします 

&す一-"-一…1 

mJ 

サービス株式会社 大阪事務所大阪市南区南綿屋町23 

東京事務所東京都港区東麻布127 

TEし（06)213-5255化 
TE し（03)582- 0857代 

氏（同•よ 

(2!) 昭和53年7月15日第100号 ゲームマシン 月2回け日-15B)発行 

i"王者"、參入者との抗争へ 
この時点で同社の真の 

争相手はシ—バ—グ社 
けだつた。ケ—ブハー 

の牛耳るワーリッツア 
社は形勢を不利と^て、 

ロックオ丨ラと"15し合 
おう"というジェスチヤ 

Iを示したが、有能なビ 
ジネスマンであるロック 

才丨ラはすげなく断わつ 

10)りィぅラ 
(^koあハよI 

ラOCもてく才 
.一(Rでえ香ク 

jila)s*tnソ 

ちて 

才I 
クn 

、'bk- be 

すRo 

でれ 
〇入 

んを 
せン 

た0 

業者の雄ワ—リッツア 
I社はロックオ—ラ社に 

1;袋所有権を:]i張して百 
万ドル請求するや、ロッ 

クオ—ラ社は逆に二百万 
ドルを求するという争 

いになつた。結局数年後 
の判決でロツクオ—ラ社 

:勝 

で必要とされた新しいレ 
コード盤選択装證を開発• 

これはミルズ社の「スロ 
—ン•オフ•ミユージッ 

ク」、「エンプレス」(一 
九三九年)といぅ本格ジ 

ュークを生み出すことに 
なつた。 

AMI、シ1バ—グ、 

ツクオ—ラ社とピンボ—ル機と 
ロックオ—ラ社の創設 

者でぁり現在同社の会長 
であるデ—ビット•C• 

ロックオ—ラはカナダの 
マニトバに生まれ、卄四 

歳のときから職について 
いたが、この頃すでに硬 

貨作動式機械に興味を示 
すよぅになっていた。 

二十三歳のとき、かれ 
はアメリカへ入国、一九 

二六年には計ft機の製造 
を始め「ロックオ1ラ. 

スケ—ル社」を設立。製 
品は「ローボIイ」の愛 

称でよく売れたそうな。 
そうしているうち三卜年 

代1:入るとピンボIルが 

大流行の兆しを見せはじ 
め、かれは「ロックオ— 

ラ社」として、念願の硬貨 
作動マシン参入を決心。 

こうして出来上つたの 
が「ジャグルボール」で、 

大成功を期待したロック 
才—ラではあつたが、か 

れの人生でWめての強烈 

な失敗という結宋に終つ 
た。まつたく売れない機 

械と潰権荇の冷たい眼に 

I 
ビ 

のJ 

初ル 
最I 

社ボ 
ーフル 

Iグ 
オヤ 

クジ 
•ソr 

口機 
年ル 

321 
19ボ 

關まれながらも、不屈の中ごろピンボール機中堅 
再出発を始め、三十年代メ—カーとなつていく。 

画期的レコ ド盤選別装置を取得 
f 
油^- 

丨ク 

失敗作「ジヤグルボ— 

ル」は三二年、翌年には 

「ウィング」、「ジグソ 
I」、「ワ—ルドシリ— 

ズ」と次々にピンボール 
機の傑作を作り出してい 

く (これらの機械につい 
ては次シリ—ズ•ピンボ 

Iルで詳説の予定)。し 
かしこの分野では、ペィ 

アウトするものが出はじ 

め、はては賭博マシンと 
して禁止の浮き目に会う 

状況へと進みつつあった。 

やつとモノにしたゲ— 

ム機の状況が、ペィアゥ 
トマシンの出現で悪くな 

り出したころ、ロックオ 

Iラはスミスといぅ技術 
者と出会ぅことになる。 

スミスはジェニングス社 
やミルズ社にIsを^いた 

ことのある男で、レコー 
ド盤の選別装蹬をロック 

才丨ラ1:持ち込むことに 
なつた。それは何枚もの 

レコ—ド盤から一枚引っ 
ぱり出し、演奏してから 

元の埸所に戾すといぅも 
ので、ロックォ—ラ社は 

文句なくこの権利を買い 
とつたのである。 

一九三五年、有能な技 
術陣を持つ同社は、十二 

曲用の本格ジューク「マ 
ルチ•セレクタ—」のS 

産に入った。 
【今回全部でP54からP62】 

•横巾750mm 

•奥行500mm 

•高さ650mm 

〔特徴〕 
① クリアー（ブロックを全部壊すこと）が何回もできる。 
② 点数表示が4ケタである。9999点の次は「0」にもどリ、ゲームは更 
に継続される。 

③ クりアーが2回となり、3回Sからボールのスピードが速くなリ飛ぶ 
角度が微妙に変化し、プレイヤーにとってはクリアーが難しくなる。 

④ コンピューターD父は「444」点で終了させることが難しく、従ってそ 
の倍数である「888j点む同様である。この点までは、他社のテーブル 
ブロックでも点数を出すことはできる。しかしながら「888」点の倍数 
「1776」の倍数の「3552」点、等の点数表示は『テーブルコンピュー 
ターDX」しかできない。プレイヤーはこの点数を目標に競いあうこ 
とができる。 

⑤ その日の松庇份点がゲーム終了後に表示されます。 

ゲーム時間をデジタル表示 
時間調節も可能です。 

扱いやすい操作ボタン 
ボタン方式によりゲームの進行がスム 

ーズです。 

心臓部にマイクロ 
コンピューター使用 

株式g一向りJJ 東日本地区代理店 
■ 口 J JU 本 社東京都墨田区吾妻橋2- 丨 

1上に ノ _ 二^^墨■ ノ ショールーム〒130 0(03)624- 3丨0 I 

晴れのちくもり、雨……でも明日は晴れるでしよう1 

ゲームマシーンにもいのちがある 
強い生命をつくるには 

ひとと同じように日頃の精進がものをいう 

しんどい話だ、が.そういうマシーンを育てたい- 

gかさを演出する、vii子技術の 

•15日）発行 (2〇) ンン 【全面広告】 ゲー 昭和53年7月15日第100号 



あけたわけである。 
当然バリ—社やシーバ 

—グ社などのスロットマ 

シンが使われることにな 
るので、米国の業者も無 

関心でおれないわけだが、 

バリ—社の場合は(本紙 
三月一H号で一部既報) 

デニスホテルを買いとり、 
マ—ルボロ！ブレンハ 

ィムホテルをmf.'vするな 
ど、ふたつのホテルを手 

に入れ、カジノ運営に桢 

椒的な意欲を見せている 
が、まだこのニホテルの 

カジノは才—ブンしてい 
ない。ただ同社スロット 

マシンの導人が、同州同 
市の「カジノ管理委員会」 

に認められ、実現されて 
いるだけである。 

なおバリ—社のほかへ 

フナI氏のプレィボ—ィ 
社や、ラスベガスで突績 

をもつシ—ザ—ス•パレ 
スなども同市へのカジノ 

進出を狙っていると伝え 
られており、今後アトラ 

ンチツクシチ—はカジノ 
才—ブンが相次ぎ、いよ 

いよにぎやかな街へと変 
身する見込みである。 

いられている)ため、一 
ドル以上の商品の販売に 

際して自販機側でネック 

になつていることからき 
ており、もつと扱いやす 

く小さな硬货を作つたら 
どぅか、と提案している 

わけである。 
たしかに米K1では一般 

に|セント、五セント、 

十セント、二十五セント 
が通用しているが、五十 

セント、•ドルの硬貨は 
ネバダ州以外見かけられ 

ない。これではィンフレ 
についていけず、この問 

題はたんに販だけでな 
くA M関係者も十分関係 

米国S二Sカジノ地区 
アトランチツクシチ—で第I号店才—プン 

米国ニユ—ジャージ— 

州のアトランチツクシチ 
Iで、五月二十六日つい 

にカジノ (合法的とばく 

場)がオープンし、初日 
は二万人の客がつめかけ 

るという勢いになつた。 
ラスベガスのあるネバ 

ダ州が今まで唯一のとば 

く公認州だったのが、ア 
トランチツクシチIが衰 

退から立ち直るため二年 
前の七六年十一月の住民 

投票でギャンブル導人を 
可決、とうとうことし力 

ジノを実現し、米国のギ 
ヤンブルゾーンはこれで 

ついに二力所となつた。 
アトランチツクシチー 

は太平洋に面した保養地 
として知られ、ニユーヨ 

1ク市から車で二時間半 
のところにある人口四万 

三千人の小さな町だ。し 
かし二十年前は七万人を 

越えていたほどで、この 
さびれる一方の町を復活 

させようというのが、ギ 
ヤンブル導入派の言いぶ 

んであるが、反面マフィ 
ァが大量に流れ込んだり' 

暴力や売春がはびこるの 
ではないかという恐れも 

ある。 
このため州や市当局は 

法を整備する一方、「力 

ジノ管理委員会」を発足 

させ、厳重な管理方法を 
実施しているもよう。た 

とえばヵジノ連営会社の 
株主名簿はもとより、財 

政状況、従業員や取引業 

者の身元まで明らかにせ 
ねばならず、ひとつのホ 

テルでカジノを才Iフン 
させる場合のM-低営業規 

模は五百室とされ、営業 
時間も土、日を除き十八 

時間以内と定められてい 
るほどだ。いくらなんで 

もラスべガスの悪いとこ 
ろはマネしないでおこ、っ、 

というわけである。 
一番手となつたカジノ 

はリゾI-^ •ィンタ—ナ 

ショナルホテルで、ル— 

レットなどのテ—ブル類 
百四十台、スロットマシ 

ンー千台という規模で、 
大々的な鳴りもの入りで 

まず五月二十六日に才— 

プン、大盛況となってい 
る。この経営者は、カリ 

ブ海諸島でカジノから観 

光まで手がけているコン 
グロマリットで、七六年 

の住民投票で大々的なキ 
ヤンべーンを展開。早く 

も九月にはアトランチツ 

品 
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適 
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JmAi 

地1L 

yTE 

P276 

00千〒 

★1業 
_興 
葉 

SS 

クシチ—最大の老巧ホテ 
ル「シャルフォント•ハ 

ドン(八百室)」を買い 

とり改造。八千人が楽し 
めるカジノと二千人を収 

容する劇場をそこに作り 

インフレで新ドル貨案 
NAMA、小さな硬貨を提唱 

自販関係の全米組織で 
あるNAMA (ナシヨナ 

ル•才Iトマテイツク• 
•f fl …11•• 

(.1—.. 

Tグ 
用ャ 

人ジ 
4 - 

{シ 
1ブ 

のジ 
社r 

ズ機 
ウム 

ぅち」 
を落的\ 

卵、康】 
がで健- 

師ムりn... 
品Iょf 

手ゲぬI 

でる死j 

面とが” 
_け口一 

i 受ェ••«».. 
一くピt 

ラまたU 

マIチヤンダィジング. 
アソシエIション、本部 

シカゴ、会Mシユラィバ 

I氏)ではこのはど通貨 
制度に関する公的な委員 

会の聴問会にむけて、新 

ドル硬貨の提案をするベ 
く各钝の実験を試みてお 

リ、実現へむけて確実に 
動きはじめた。 

これは要するに現在の 
ードル硬貨が大きすぎて 

ほとんど流通していない 
(ただし、ラスベガスな 

—ムの人気マ、 

ヴンターつき 
なり人気上昇 

_麵4 
まさに驚異// | 

従来の3ケタ得点に満足できないあ 
なた、4ケタの得点iこ挑戦してみま 
せんか。9999点を越えると0に戾り 

統けてチャレンジできます。あなた 
の実力次第で無限の#点が可能です。 

ただ今、人気のブレ十クアウト 
ミニ ブレーク 

MINI 

卓上タイプのブレークアウト 

夢ある遊びの演出者 

1カジノの雰囲気タツ'^リ 
ブラックジャック 
TVS1 

粋な小型のブラックジャック 

Tvai編 

JATRE 亍156東京都世田谷区経堂卜38づ2 

=ジャトし電話（03)427-6261(代表） 

ゲの代名糾 

OATRE1-400 
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ゲーム 

-1464.^ 

世界で«つとち経«のある 

•15日）発行 
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BONANZA CHANGER btc-!oo£i ^ 
ホナンザチェンジヤー 

«<マルチタイプ»> 

ii 
㈱易ス 

jの価格//: 

昭和53年7月15日第100 ゲ シン 【全面広告】 15日）発行 (24) 

UPRIGHT TYPE LJ\yLJU LJKALJ U 新発^; 

テーブル 
本格的マイクロ •コンピューター採用0 

“アキ”のこないテレビゲーム、遂に完成 

同時発売 

超小型 アップライト 
マイ3Vキツト 

鲁9999点T7 \—フエクトてす。 
•壁か20回家て現われます。 
•ボールの反射角度か変化します。 

(1ヶ所にねらい打ちか困難） 
• ノ \イスコア表示付。 
•消費電力か最小てトラフJし皆無。 
鲁バーツの取換えにより各種ゲーZ 

に切換え可能てす。 

㈱新日本企画 東大阪市荒本北彳94番地0(06)746—8690 

(関東地区代理店》ダイサン商事G (03)208-2021 

他為 

型 

0 X 姐行510 X 莴？ 67 W 

皆様のお蔭をもちまして、 
コスモスはただいま好評、 

人気上昇中.ヴ 
販売予定数達成記念セールを実施い 
たしております。 
また、きたる7月下旬より、白•黒 
ブロック、シーソーゲームを発売の 
予定です。 
ご期待下さい。 

外形寸法幅700X奥行510X高$675% 

□ 
ヅ 

ク 
ゲ 

JMN(^aCSif iLECTRONICSCOmNY 
製造発売元 

大阪本社 
事業本部 
東京支社 
名古屋支社 
営業所 
配遠センター 

大阪市阿倍野区旭町1一 1 一1〇 TEL06 

大阪市東区南本町4 一 40 — 8(南楽ビル5 F) TEL06 

東京都豊島区東池袋3(サンシャイン60.12F)私書箱〗053 T E L 03 

名古屋市中村区名駅 5 — 3 — 21TEL052 

域玉' 二重、和歌山、京都、奈良、四国、兵庫、九州、仙台、礼视 
大阪市西成区花園北1 一5— 16 TEL06 

(6 3 3) 8 12 1(代） 
(2 5 3) 0 15 1 (ft) 

(987) 3 0 8 1(代） 
(583)16 56 (代） 

(64 7)4 07 0(代） 
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〆•《 m tCTL 

pl|i| 

yy 
■貫した開発 

思想の結晶です 

rm 

貧:! 

eacsoiatacB 

どれもが 
ピカデリーシングル 

級品//用途に応じてお選び下さい 
■共通仕様 
全高1,450mm 

全幅^616mm 

Ut 50 kg 

使用電力75WI 

スーパーテストロイヤー 

奥行 400mm 

■通産省電気用品型式認可番号 
▼9卜8953 ¥91-11723 I 

▽9T- 9774 V91-J4129 

V9M1085 : HK 

ツツマン 

■意匠•商標登録番号 
No.52- 8710 No.52- 8711 

No.52-18300 No.52-44538 

No 52-15181 No.52-15182 

No.52-15183 No.52-15184 

スーパーウエボン 

Ran t . 

1LESALER0F 
株式会社 

EMMISEMENT 
本社/大阪市淀川区西中島5 丁目11番10号 

第3中島ビル9 F 

TEL06 (305) 1 3 3 1(代)〒532 

昭和53年7月15日第100号 ゲー シン 【全面広告】 15日）発行 (26) 

価値％37シンの供給者として 

JJtiS 

m 話題 祝 

騷然ガ 

堂 

m 

発 
売 
// 

し 

フ 
シ 
ン 

〇 

〇 
CD 

仕梯 
• ««/800- 

•奥行/500— 

參高さ600- 

•霣さ/30蛘 
拳**/AC100V 50/60Hz 

■消費電力/53W 

■コンピューターが’相手をす 
る（1人用の場合）オセロゲ 
ーム。もちろん2人用で楽 
しめる。 

■ゲーム時問デジタル制。夕 
イムオーバーになると「100 

円お入れ下さい」の表示が 
出ます。 

■全面強化ガラス採用。 
安全設計。 

8月20日ツムラのオリ 
ジナル新製品発売予定 

プロ用ブロック 

イ•イソメンノ 

〆グ- 

仕様 
♦撗巾/750— 

春奥行/500— 

參高さ/650— 

參電源/100V 

T浴織寬 
\ DELUXE 

いよいよ真価発揮.グ 
話題集中// 

TVコンピューター•デラックス 

贤くずし（ブロック）の遊びに.コンヒュー 

ターの力を％押//フロ用にいたしました 

• 点数はブロ用に4ケタ表示となりました。 

• その日の呙高得点か画面下部に表示されてお 

ります。 

拳なにしろブロ用"ボールの反射角度がどん 

どん変化していき、やりだしたら止められな 

いゲーム内容になっております 

Hm™bbbFDD ,__r 

USES 

株式 
会社 大阪市城東区諏訪2丁目7番3号〒536 006(969)3531(代) 

白男川修作（もと㈱アムコ、ダックス貿易㈱の社長）は、われわれをはじめ当業界に甚大な被害を与えて目下逃亡中です 
が、所在等ご存知の方は上記まで是非ご連絡下さい。業界浄化のためになにとぞご協力下さるようお願い申し上げます。 



玲 
玲 
冷 
冷 

の夏テーブルクレーン•- 

特徴 
釀大きな天窓で見やすい。二重構造ガラス。 

離ガラス面より一段高くなった操作パネル。 

_プレイ回数は電子管表示ですぐわかる。 

_ブザーもついたチルト装置。 
春内部には6ケタカウンター(リセツトなし） 

鲁金庫100円玉1,000枚納可。 

TABLE CRANE 

寸法 
長さ900%X幅500%X高さ570% 

重量35kg 

in vf m 

社〒556大阪市浪速区水崎町18番地TEL. 06(643)3857(大代表) 

沖繩支店沖繩ベンドジャパン 
亍901-22 沖繩県宜野湾市大山436 

東日本支店千葉ェンターブライズ 
〒276 千葉県八千代市八千代台西卜1-4 

松山支店ベンド松山 
〒790 松山市萱町6 丁目19 S好ビル 

009889(7)3333 

00474(85)3237 

00899(25)1300 

等竽苹竽苹筝筝筝筝筝筝竽筝 I暮幕幕摹摹粵粵粵專辜粵筝筝筝筝苹筝筝筝筝筝筝筝苹I聲 

苹筝筝筝筝筝筝筝年筝苹半筝筝筝筝筝筝筝竽筝箏筝箏苹筝筝筝 
等筝箏筝筝筝竽筝等 
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W W 

1，500万人の愛好者のいる 
オセロゲームを 

コンピューター化した 

テーブル型テレビゲームの決定版です 

コンピューターを相手に 
オセロゲームが楽しめます。 

•兄やすいモスグリーンの美しし 
參ゲーム時問をデジタル炎時間調節可能） 
♦扱い易い操作ボタン 
•ゲームの進行はテレビ阿iAiに文字で表示 

☆寸 法 IIJ800X奥行500X髙㈤〇酬 

☆重 量 スタンダード 37.2kg 

デラックス 38.7kg 

☆使用コイン 100円硬貨 
☆消贄電力 53W/H 

て天堂し‘ 
tt〒101東京都千代 

や 

コンビューター「オセロ R」（業務用）の名称は、商標登録権者 
との独占的契約により使用許諾されています、 

本社〒101東京都千代田区神田富山町22 0(03) 254-1647•代) 
巴屋ビル4 F 

京 者B〒605京都市東山区福暇と高松町60 3(075)54卜6111(代) 
名古屋〒451名古屋市西区教下町29 0(052)57卜1068(tt) 

肩 

新型スーハ°一 

アイデアを搭載した新型機種/ 

子供から大人まで楽しく遊べます。 

〆秦 ， I 

仕様 
寸法：1100高さ 11001-m 

重*: 100知電源：AC I00V 50/60HZ 

信頼にお応えするだめたゆまぬ努力をする 

スウイングI4人用 
•特徴 
① ゲーム冋数が100nでUni〜まで 

端fの人れ換えによって簡単に変更 

できます。 
② 端子の人れ換えによって、ストップ 

モーシ す 一K •モーンヨンの 

切り換えが簡単にできます。 

③ ドームが大きく開くので、景品の補 

充が簡単にできます。 

④ タイマーを内蔵しているので、ゲー 

ム時間の調锫が簡単にできますC 

@豊栄産業株式会社 東京都田無市南町1丁目12番1号 
亍188 TEL(0424)67-211卜4 

る問 
夜のイ 

、 I 
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エネルギ—^<«につ 

ぅことがその人のある 

はその1&|*1|のその^.1家 
威信につながる。 

エネルギーを浪戏せず 
必X1なものだ(tu限走 

て1:きている人たらは 
ついう,^.き"をしてい 

AエネルキーをA-lL'uに 

人は^かに殺された人 
ことをおも「ていたの 

もしれない。どちら(: 

ても末間人たらは屍は 

ギーが失われないよう 
总を注ぐぐらいのgr:l忠 

もつていた。：乂叫入と 

う名の野蛮入たらが屍 

エネルギ— (c) 

ああいうのがいいんだ 
よな、あれでなくっちゃ 

あのままで変らないほう 

がよかったのさと、宇宙 
新世紀人•キーに偶然ヤ 

ボンの団地のL空で擦れ 

ちがった宇宙新世紀人• 
ニユーニユIが話しかけ 

てきた。 
未開人たちの暮しかた 

がいいというのである。 
土からできたものは上に 

還元するようにして、最 

小のエネルギ—しか消費 
しないで、つつましやか 

にごく靜證な状態でひっ 
そりと自足して生きてい 

る、無flをしてまで生き 
のびようともしない。 

朝！：！：とともに：：：覚めて 
夕陽とともに靜かに眼を 

閉じる。バイオリズム1: 

狂いがないからノイロ— 

ゼとかそういう類のおか 
しい病気(:は罹らない。 

ホモサピエンスが自然 
に厲していることに鈍感 

になり、包然のリズムか 
らずれたリズムを内分た 

ちの生活にもちこむよう 
(:なればなるほど、もと 

もと必要ではない余分の 

エネルギーが使用されな 
ければならなくなつてゆ 

くようである，‘ 

：=が昇れば活動をはじ 
め、：：！が沈めば-;T:n'l勁をや 

める、そうすれば別に照 

明は必要ではなく、照明 
1:余分なエネルギーを要 

しない、分りきつたこと 
である。 

だれか憑かな人がいて 
赘の光や窓の雪明りで無 

理に字を読んだりする。 
このようなSかな行^[: 

ついては、他のだれもが 
これを無視すればそれで 

よかつたのである。流ff 
とはそういうものだ。I 

人の人が今までとは何か 
変つたことをはじめる。 

一人の人の行為だけで終 
つてしまえば、変つた人 

という評価が残るだけだ、 
これでは流行1:もまして 

不易にもならない。とこ 
ろが、そうでない場合も 

ある、一人が変る。続い 
て数入が変る。数卜人が 

変る。数fl人がこれ(:(;£ 

う。後は脱兎のごとく怒 
涛をうって雪-Mのように 

一変してしまう。M紡の 

一人は先導猷の役別を果 
して得愆満而、流frが成 

立したのだ。 
ホモサヒエンスにとつ 

て、エネルギ—の®Iから 
考宗を加えると、不幸な 

こと(:は、いつも流?fが 
成1Cする衷1:は、エネル 

ギ—の浪赀がつきまとう 
ことが多かつたことであ 

る0 

灯り(:ついても、後の 
妃、窓のfから、问かを 

燃やして叫るくする、そ 
の何かが油(:固定してく 

る、やがてガスに移り、 
mMというエネルギ—が 

llltを風赚してしまう。 

静かに土へ戻る 

ホモサビエンスが火を 

使ffl出来るよう1:なつて 
もはじめのうらはこれを 

けつして浪赀してはいな 

かった。^ている間に、 

m団の沖問が数人他の動 
物(:食われることはよく 

あった。だが、人も自然 
という大きな環境の屮で 

はいつも他の^きている 
ものを食べ続けているの 

だから、他の^物が人を 
仗べなければならないの 

が向然な状態であり、そ 
うでなければ、大きなエ 

コロジーのリンクが完成 
しないと肖時の人たちは 

|&銳で肌(:悠じとつてい 
た0 

って地球全体から^Cぇる 
とて$!:エネルギーの浪 

をしているのとはぇら 

い違いである。すなわち、 
屍を燃すため(.:余分なエ 

ネルギ—が浪tvされ、ま 
た燃されること1:よつて 

屍がもっていたエネルギ 
—も浪Wされてしまう。 

ホモサビエンスは不遜 
傲岸1:もエコロジーのリ 

ンクからd分たちを外し 
てしまつたのだ。 

门分たらを土に還さな 

いのだけではなくて、他 
の中•きものたちが，R然に 

tから出てLに還ってい 

たのを妨げることもしば 

しばであった。 
更には、土から出たも 

のをt(:.TSさないのみで 
はなく上に袼ぇられてき 

たエネルギ—の収啄をは 

かるようになる。?1炭と 
かtiilllとかというかたち 

でセから一方的にエネル 

ギ—を掉い去る。これは 
取ってゆくだけでけっし 

て返されないものだから 

有限である。 
コンドルセの頃、いや 

それよりもず「と後まで 

ヨーロッパを中心(:して 

"入?fiの進歩：というテ 
—ゼはいささかの^いを 

はさむこともなくfsじ続 
けられた。 

エネルギーのは•つから 

: ，度女配され 
ると、rl-话をするのにM 

低限必^不nr欠でぁるエ 
ネル^—まで、^配した 

人たち(IKf-されてしま 
う。へ/までの^温で心豊 

かな状態の^しかたが壊 
される。もともとはつつ 

ましやかな1-活でnz/liし 
てきたのだけれど、そう 

いう,1-:话を統けてゆくた 
め1:は女¢1!からまぬがれ 

な!-tればならない。他の 
人、他の氓[^|にょって夂 

pillされないようにするた 
め(:は心ならずも尺litな 

エネルギーを放^(:浪费 
しな(tればならない。こ 

れは"人riの進歩，がう 
んだ惡循環でぁる。 

ここまでくると，こん 
なにエネルギ—を浪^し 

てはならないとこれを抑 
制しようとしても、もは 

やブレ—キをかけること 

が；I'.米なくなる。ブレー 
キをかけると他の人や他 

の!&I1Jにk配されてしま 
い、なかなか人liilらしい 

生活を送るだけのエネル 

ギ—を確Wすることさえ 
W雖(:なってしまうのだ 

キ—とニューニr Iはデ 

ィレンマ(:!%った^^の 

地球人たちを心rtl!(fl:み 
ている* 
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